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基本用語・情報の確認 

本で調べる 

◆言語の習得 

・『外国語学習の科学: 第二言語習得論とは何か/白井恭弘著』（岩波書店, 2008） 

【請求記号:807||Sh81（配置場所：新書コーナー）】 

・『英語教師のための第二言語習得入門/白井恭弘著』（大修館書店, 2012） 

【請求記号:375.89||Sh81（配置場所：閲覧室）】 

・『英語習得の「常識」「非常識」/白畑知彦編著』（大修館書店, 2004） 

【請求記号:807||Sh81（配置場所：閲覧室）】 

・『第二言語習得再入門/佐々木嘉則著』（凡人社, 2010） 

【請求記号:807||Sa75（配置場所：閲覧室）】 

 

◆英語教育 

・『「大修館」英語授業ハンドブック（中学校編）/金谷憲編集代表』（大修館書店, 2004） 

【請求記号:375.893||Ka46（配置場所：閲覧室）】 

・『「大修館」英語授業ハンドブック（高校編）/金谷憲編集代表』（大修館書店, 2012） 

【請求記号:375.893||Ka46（配置場所：閲覧室）】 

・『新編英語科教育法入門/土屋澄男編著』（研究社, 2011） 

【請求記号:375.893||Tu1（配置場所：閲覧室）】 

・『新しい時代の英語科教育の基礎と実践/JACET 教育問題研究会編』（三修社, 2012） 

                   【請求記号:375.893||J11（配置場所：閲覧室）】 
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データベースで調べる ⇒図書館ホームページ＞データベース検索 

○ブリタニカ・オンライン・ジャパン（百科事典データベース） 

○知恵蔵・・・「聞蔵Ⅱビジュアル （朝日新聞記事データベース）」内にあり 

 

図書を探す 

まず最初は、学内の図書から探してみよう！ 

■関連するテーマの書架を探す 

 ☆分類番号・分類項目名をチェック！ 

※分類番号：本の背表紙に貼ってあるラベルの一段目の数字 

※分類項目名：分類番号に対する概念（おおよその包括ジャンル）  

分類番号 分類項目名 分類番号 分類項目名 

375 教育課程、学習指導、教科

別教育 

375.1 学習指導、学習指導要領 

375.17 学習評価 375.89 外国語教育 

375.893 外国語教育（英語） 807 研究法、指導法、言語教育 

830.7 （英語の）研究法、指導法、

教育 

834 語彙 

835 文法、語法 836 文章、文体、作文 

837.5 英文解釈、英文和訳 837.8 英会話 

 

■OPAC で探す 

  →タイトルに“英語教授法”と入れて検索してみる。 

  →キーワードに“英語教育学”“ESL”などのキーワードを入れて検索してみる 

 

■教員オススメ本 

 ・『第二言語習得：ＳＬＡ研究と外国語教育/佐野富士子[ほか]編集』（大修館書店, 2011）  

【請求記号:830.7||E37||5（配置場所：閲覧室）】 

 ・『英語授業改善への提言/樋口忠彦〔ほか〕編著』（教育出版, 2012） 

【請求記号:375.893||H56（配置場所：閲覧室）】 

 ・『学びのための英語指導理論/中森誉之著』（ひつじ書房, 2010） 

【請求記号:375.893||N36（配置場所：閲覧室）】 

・『英語教師のための発問テクニック/田中武夫、田中知聡著』（大修館書店, 2009） 

【請求記号:375.893||Ta84（配置場所：閲覧室）】 

 ・『新しい学びを拓く英語科授業の理論と実践/三浦省五、深澤清治編著』（ミネルヴァ書 

房, 2009）             【請求記号:375.893||Mi67（配置場所：閲覧室）】 
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次に、本学にはない本も探してみよう！ 

 ○NDL-OPAC 

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されたほとんどの本を検索できる 

 ○CiNii Books（本学 OPAC の「他大学検索」タブから検索できます。） 

   日本の大学図書館の図書・雑誌が検索でき、所蔵館も分かる 

 

論文・雑誌記事を探す 

自身の研究をより深く専門的に進めていくためには、論文や雑誌記事は必要不可欠です。

図書と違い、出版されるまでにかかる時間が比較的短いので、新しい話題に関する情報を

収集する際にも有効です。 

■web 上に公開されている雑誌から論文や雑誌記事を探す 

学会のホームページ等から目次や本文が閲覧できるものがありますので、参考にしてく

ださい。 

資料情報 
公開巻号 

（発行年） 
公開範囲 

Electric Journal of Foreign Language Teaching 

http://e-flt.nus.edu.sg/main.htm 

1-14(2) 

（2004-2017） 
本文あり 

ERIC 

http://eric.ed.gov/ 

教育関係の論文や雑誌や

書籍などが検索できるデ

ータベース 

本文あり 

（概要のみ） 

The Internet TESL Journal   

http://iteslj.org/ 

1-11 

（1995-2010） 
本文あり 

ELT Journal  

http://eltj.oxfordjournals.org/content/XXXI/4.toc 

1-72(2) 

（1946-2018） 

抄録あり 

※本文有料 

TESL-EJ 

http://tesl-ej.org/ej41/toc.html 

1-20,21(1-3) 

（1994-2017） 
本文あり 

 

■本学図書館に所蔵している雑誌から論文や雑誌記事を探す 

雑誌名 内容 
所蔵巻号 

（発行年） 
配架場所 

TESOL 

QUARTERLY 

英語教育に関する最新の論文を購読

できる雑誌 

44-50,50(1-4) 

（2010-2017） 

閲覧室 

集密書架 

（巻号による） 

ELT 

JOURNAL 

英語教育に関する実践的な論文を購

読できる雑誌 

36-51,64-70, 

71(1-4) 

（1981-2017） 

閲覧室 

集密書架 

センター書庫 

（巻号による） 

http://e-flt.nus.edu.sg/main.htm
http://eric.ed.gov/
http://iteslj.org/
http://eltj.oxfordjournals.org/content/XXXI/4.toc
http://tesl-ej.org/ej41/toc.html
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APPLIED 

LINGUISTICS 

応用言語学に関する最新の論文を購

読できる雑誌 
31-37,38(1-6) 

（2010-2017） 

閲覧室 

集密書架 

（巻号による） 

■データベースから論文や雑誌記事を探す 

 ○CiNii Articles（本学 OPAC の「論文検索」タブから検索できます。） 

学協会刊行物・大学研究紀要・国立国会図書館の雑誌記事索引といった豊富なデー

タの中から、学術論文や著者の情報を検索することができるデータベースです。検

索結果から論文本文を直接利用できるコンテンツも多く含まれています。 

   ※本文が閲覧できる論文には、「機関リポジトリ」「J-STAGE」「DOI」「CiNii-PDF

オープンアクセス」などのリンクがあります。 

 ○Web OYA-bunko 

大宅壮一文庫の雑誌記事索引検索データベースです。主に大衆誌を中心に明治時代

から最新までの約５２０万件の索引を収録し、各時代の空気や世相を知る上で貴

重なツールとなっています。 

 

新聞記事を探す 

自身の研究に関する最新のニュースや動向を調べるには、新聞が有効です。 

■原紙：図書館には過去 6 か月分を保管しています 

 朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞、産経新聞のそれぞれ東京版と地方版 

宮崎日日新聞、東京新聞 

 

■データベース：図書館のホームページにリンクをはっています 

 膨大な量の新聞記事から必要な情報を探し出すためにはデータベースが有効です。 

データベース名 対応する新聞 アクセス可能範囲 

聞蔵Ⅱビジュアル・フォーライブラリー 朝日新聞 図書館内のみ 

毎日 News パック 毎日新聞 学内 

日経テレコン 21 日経新聞、その他 図書館内のみ 

宮日データベース 宮崎日日新聞 図書館内のみ 

 

役に立つ Web サイト 

○文部科学省 『確かな学力・豊かな心の育成』のサイト

http://www.mext.go.jp/a_menu/01_c.htm 

 現行の学習指導要領及び、その他の教育政策の基本方針が掲載されています 

○文部科学省 『グローバル化に対応した英語教育改革実施計画』のサイト 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/12/1342458.htm 

文部科学省が初等中等教育段階からのグローバル化に対応した教育環境作りを進めるた

http://www.mext.go.jp/a_menu/01_c.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/12/1342458.htm
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め小中高等学校を通じた英語教育改革を計画的に進めるために公表した「英語教育改革実

施計画」が掲載されています。 

○文部科学省 『英語教育に関する有識者会議』のサイト 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/102/index.htm 

 今後の英語教育に関する検討が行われている会議です。 

※他にも、「英語教育」に関する研究施設が公開しているホームページが数多くあります。 

 

探している資料が MMU 図書館にないとき、こんな方法があります 

■ILL サービス 

 ・他大学の図書館等から図書の現物や複写物を取り寄せることができます。 

 ・ILL サービス利用に伴う、複写料、送料などの負担については、WEB サービスの利用上

の注意事項をご確認ください。 

■リクエスト 

 ・図書館に所蔵していない図書について、購入をリクエストすることができます。 

 ・リクエストの上限（同一年度内で、一人 1 万円まで）を越えたり、資料収集方針に合

致しないなどの理由により、リクエストを却下することもあります。 

 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/102/index.htm
https://www.miyazaki-mu.ac.jp/uploads/attention_gakunai.pdf
http://www.miyazaki-mu.ac.jp/attention_gakunai.pdf

