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コンピュータリテラシ実習   第１週（水曜日） 

藤澤 誠 
 
1. 本日の内容 情報検索 

・ World Wide Web 
・ 情報検索 

 サーチエンジンの細かい使い方 
 Web 上の辞書の使い方 
 図書の探し方 
 雑誌論文の探し方 
 新聞記事の探し方 
 人物情報の探し方 
 昔の Web ページの探し方 

 

2. World Wide Web 

 Internet Surfing をしよう！Internet Explorer （IE）や FireFox, Chrome などのブラ

ウザに URL (Uniform Resource Locator) ，例えば  http://www.tsukuba.ac.jp/ や 
www.mast.tsukuba.ac.jp （http:// は省略しても大丈夫）を指定するだけで Internet 上に

公開された Web ページにアクセスできる．これが World Wide Web である．これらのペ

ージには，文字，画像，音声などが含まれ，ページに設けられたリンクをクリックするだ

けで関連づけられたページに移動できる．このような仕組みを HyperText という（アイデ

ア自体はずっと昔に提案されたが，実現したのは 1990 年代であった）． 
 
 ブラウザを利用するのに必要な機能は 

・ URL を指定して， Web ページにアクセスする 
・ Web ページをファイルに保存する 
・ 複数のブラウザ画面を表示する 
・ 表示の形式を設定する（ページ設定） 
・ 印刷の形式を画面で確認する（印刷プレビュー） 
・ 印刷する 
・ Web ページの一部分を複写（コピー＆ペースト）する 
・ 右クリック 
・ HTML ソースを表示する（表示を制御している命令を見る） 

程度で十分だろう． 
 
 Internet 上にある多数の Web ページから目的のページを検索してくれるサービスがサ
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ーチエンジン(Search Engine) である．サーチエンジンは様々な Web ページをデータベー

ス化し，目的のページへ案内するサービスであり，ディレクトリ型とロボット型に大別さ

れる．ディレクトリ型は Web ページをテーマごとに分類して提供するサービスで，まず大

分類にアクセスし，中分類，小分類とリンクを選べば目的のページに到達できる．ロボッ

ト型は「ロボット」と呼ばれるソフトウェアを用いて Web ページを自動収集し，ページ中

のほぼすべての語句に対するキーワードによる検索を提供している．この他，複数のサー

チエンジンを使い分けるメタサーチエンジンと呼ばれるものもある． 
 
 
3．情報検索 

 仕事や研究で何か答えを考える時はまず，①答えそのもの，②答えに辿り着けそうな情

報，がネットで手に入ることがある．大学は考える力を養う所と言われるが，考えないで

済むことに時間を使うべきではない．本当に考えるべきことを，より多くの情報・より多

くの時間を使って考えよう．  
 
 
3-1. サーチエンジンで各種情報を探す 

 サーチエンジンでは様々な情報が検索できる．代表的なサーチエンジンとしては Google，
Yahoo! がある．以下では Google の検索 Tips を紹介する．Google はトップページより

も「検索オプション」画面（http://www.google.co.jp/advanced_search?hl=ja）の方が詳細

な検索ができるのでそちらを用いること． 
 
(1) 言葉の意味を調べたい． 

 
 例：「クラウドコンピューティング」の意味が知りたい． 

 
→ 日本語の場合：調べたい言葉に「とは」「って何」「というのは」などを添えて，検索

オプション画面の「すべてのキーワードを含む」に入れて検索する．なお，Google で

は 2015 年 3 月より「～とは」や「～の由来」などの自然言語表現に対応しており，こ

れらをキーワードに付けることで質問に回答していると思われるページが結果の上位

にくるようになっている． 
→ 英語の場合：「define: ～」で検索する． 
→ それでも分からず，他に方法もない場合は「イメージ検索」で検索し，ヒットした画

像を見て何となく判断するという手もある． 
 
 
(2) 同義語が知りたい． 

 

http://www.google.co.jp/advanced_search?hl=ja
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   例：「レジオネラ症」の別名が知りたい． 
 
→ キーワードに「別名」「ともいう」「通称」「略称」などを添えて検索する．同義語の把

握というのは，上手な検索に不可欠な技なのでよく覚えておくこと． 
 
(3) 筑波大学など，特定サイトに書かれている情報だけ見たい． 

 
   例：筑波大学のサイトに書かれている図書館実習に関するページが見たい． 
 
→ 検索オプション画面で「サイトまたはドメイン」を指定する．筑波大学だったら

“ tsukuba.ac.jp ” な ど と 入 れ て 検 索 す る （ ド メ イ ン は 一 部 で も よ い ．

www.mast.tsukuba.ac.jp などと全部入れなくてよい）． 
 
(4) 公的機関の報告書を入手したい． 

 
   例：東京都（tokyo.jp）の人口に関する報告書が読みたい． 
 
→ 報告書は PDF ファイルなどの形で Web 上に公開されていることが多い．そこで検索

オプション画面で「ファイル形式」を「Adobe Acrobat PDF (.pdf)」にし，さらに公的

機関のドメインを指定する． 
 
(5) ニュース記事を検索したい． 

 
   例：筑波大学に関するニュースが読みたい． 
 
→「筑波大学 ニュース」で検索する． 

 
(6) 英語の正確なスペルが知りたい． 

 
   例：“opotunity”の正確なスペルが知りたい． 
 
→ 適当に英語を入力し，結果画面の上の方に出る別のキーワード候補などを見る． 
 

(7) よりポピュラーな表現が知りたい． 

 
   例：「カタルニア」と「カタロニア」はどちらが一般的か知りたい． 
 
→ 候補語をすべて検索し，ヒット件数が多い方をポピュラーと判断する． 
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(8) 高画質な画像がほしい． 

 
   例：マッターホルンの壁紙がほしい． 
 
→「画像検索」の検索オプション画面(http://www.google.co.jp/advanced_image_search)

で，「画像サイズ」を「大」にして検索する． 
 
(10) 最適な乗り継ぎ方が知りたい． 

 
   例：御茶ノ水から五反田に行きたい． 
 
→ 「乗車駅から下車駅」あるいは「乗り換え 乗車駅 下車駅」と検索する．例えば「秋

葉原から新宿」などとする．Google マップ上でもルート，乗り換え案内が利用できる． 
 
(11) ある会社の情報が知りたい． 

 
   例：ANA の会社情報が知りたい． 
 
→「会社名 会社情報」で検索する． 

 
(12) 駅の近くの店を探し，その評判まで知りたい． 

 
   例：御茶ノ水駅周辺のカレー屋「エチオピア」の評判が知りたい． 
 
→ Google マップ左上の検索キーワード入力欄を使い，駅名とジャンルを入れる（「カレ

ー」とか）．検索結果から店を選び「クチコミ」を選ぶと評判が読める．  
 
(13) Google を電卓として使いたい． 

 
   例：sin3π+log(1000)+e2 はいくらか？ 
 
→ 求める計算式をそのまま入力する．Yahoo! でもできるが，Google の方が高度な関数

が使える．例えば上の例では「sin (3*pi) + log (1000) + e^2」と検索する．y=x^3 のよ

うに変数を入れるとグラフを表示することもできる． 
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(14) 単位を変換したい． 

 
   例：華氏 911 は摂氏何度か知りたい． 
 
→「数字 元単位 in 変換先単位」で検索する．例えばこの例では「911 華氏 in 摂氏」

と検索する(http://hp.vector.co.jp/authors/VA013937/google.html に Google 電卓機能

で使用可能な単位表がある 
 

(15) 漢字の読み方が知りたい． 

 
   例：「出口汪」という人の読み方が知りたい． 
 
→ 読める部分をひらがなで入力し，元の語と一緒に検索する． 

 
(16) 英語の穴埋め問題が解きたい． 

 
   例：次の英語の穴埋め問題が解きたい． 
      We should (  ) the (  ) of this opportunity.  
 
→ 検索オプション画面の「すべてのキーワードを含む」に穴の部分を“*”として入力す

る．例えばこの例だったら“We should * the * of this opportunity”などと入れて検

索する(全体をダブルクォーテーション「”」で囲むこと)． 
 
(17) 何かの評判，将来，方法，売れ行きが知りたい． 

 
   例：筑波大学の評判が知りたい． 
     年金制度の将来が知りたい． 
     『大人の計算ドリル』の販売部数が知りたい． 
 
→ 評判は「って」，将来は「どうなる」，方法は「するには」，売れ行きは「突破」といっ

た言葉を添えて検索する． 
 
 
 
 
 
 
 

課題 1（水曜日出席チェック） 

 ここまで紹介した「例」の検索ができるか，TA に確認してもらおう．（TA がランダム

に２つの例について質問する．） 
 



筑波大学情報学群情報メディア創成学類 

 6 

3-2. 辞書を使う 

 現在ではオンラインの辞書が充実しており，そこから各種用語の定義を得ることができ

る．また効果的な情報検索には同義語・関連語の把握が欠かせないが，辞書からそれらを

得ることもできる． 
 ただし，オンライン上の辞書の中には信頼性にかけるものも混在している場合がある．

筑波大学では“ブリタニカ百科事典”を無料で閲覧できる(附属図書館のページ(Tulips) 
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp にアクセスして上部メニューから「資料案内」のページに

アクセスし，左欄「目次」から「調べる・探す」内のデータベース一覧をクリック)．学術

的な内容など正確性が要求される場合は信頼できるこのような情報源から情報を得るべき

である． 
 
・ジャパンナレッジ Lib(旧 JapanKnowledge+NRK)  (事典・辞書) 
（『日本大百科全書』『現代用語の基礎知識』など様々な辞書が引ける．普通は有料だが，

筑 波 大 学 内 か ら は 無 料 で 使 え る ． 附 属 図 書 館 の ペ ー ジ (Tulips) 
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp にアクセスして「資料案内」のデータベース一覧から

から辞典・辞書で辿れる．JapanKnowledge Lib のサイトで検索欄が見つからないよ

うならば右上のログインボタンをクリックする．筑波大学からログインできる人数に

限りがあるので，使い終わったら必ずログアウトすること） 
 
・ブリタニカ国際大百科事典 (事典・辞書) 
 （有名な百科事典．附属図書館のページ(Tulips) http://www.tulips.tsukuba.ac.jp にアク

セスして「資料案内」のデータベース一覧から辞典・辞書でオンライン版を利用でき

る） 
 
・Wikipedia 

（ウェブブラウザ上でページを編集できる「Wiki」というシステムを利用した百科事典

(Encyclopedia)．上記の２つと異なり，Wikipedia の各解説ページは Google で検索

すれば出てくる．「Wikipedia のページに行って検索しないといけない」ということは

ない） 
 
・IT 用語辞典 e-Words 
 （コンピュータ関連の用語が引ける．http://e-words.jp/） 
 
・英辞郎 on the Web 
 （巨大な英和・和英辞典．英語文献を探す時などに便利．http://www.alc.co.jp/） 
 
 
 

http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/


筑波大学情報学群情報メディア創成学類 

 7 

3-3. 図書を探す 

 体系的な知識は図書から得るのが効率的である．サーチエンジンや各種辞書類で適切な

検索語を把握したら，以下のサイトで検索する． 
 
・Webcat Plus 
（国立情報学研究所の総合目録・書誌データベース．全国の大学・短大・高専の図書

館が所蔵する和書・洋書を一括して検索することができる．また大学図書館にない

本でも Book データベースに入っている本ならヒットする．各本の目次内容と，腰帯

（本の下４分の１くらいに付いている広告用の紙）に書かれた内容も分かる． 
  著者名や出版者，出版年を指定したい時は「一致検索」の方を用いる．漠然とテ

ーマだけがある場合は「連想検索」の方を用いるとよい．） 
 
・国立国会図書館オンライン 
（1948 年以降に国立国会図書館に納本・整理された和図書，1986 年以降の洋書約 90

万冊が検索できる．新刊書がデータに加わるのは遅いが，一般に網羅性は高い．検

索するだけならば「検索機能のみを利用する。(ゲストログイン)」をクリックする．） 
 
・Books.or.jp（日本書籍総目録） 
 （現在書店などで入手できる図書のデータベース．「日本書籍総目録」の Web 版） 
 

 ・Google ブック検索 
  （スタンフォード大学やミシガン大学などの図書館蔵書をスキャナで電子化し，全文

を検索・閲覧できるようにした超画期的なサービス．頑張れば図書館に行かずに本

１冊読むことも可能）http://books.google.com/advanced_book_search 
 
 ・青空文庫 
  （芥川龍之介など著作権が切れた小説の原文が読める）http://www.aozora.gr.jp/  
 
 

3-4. 雑誌論文を探す 

 先端的な学術情報は雑誌論文に現れる．卒業論文やレポートではこれらを主に引用する

ことになるので探し方をよく覚えておくこと． 
 
＜日本語の論文＞ 
 ・CiNii 

（国立情報学研究所が 2005 年 4 月 1 日から開始した日本の雑誌論文検索サービス．検

索結果画面の各レコード左下に「CiNii PDF – オープンアクセス」がある場合はそ

れをクリックすることで全文が見られる．また，「Tulips-OPAC」などがある場合は，
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筑波大学附属図書館にある可能性がある．各検索結果をクリックしたページでは論

文の概要やその論文を引用している論文を見つけることができる．収録データとし

ては以下の国会図書館雑誌記事索引を含むことになっているが，同じ検索語で結果

が異なる場合があるので，この CiNii と雑誌記事索引の両方を調べた方が良い） 
 
・NII-REO 
（国立情報学研究所の電子ジャーナルリポジトリ．Springer と Oxford University 

Press,IEEE CSDL などに登録された雑誌から論文検索することができる．）

http://reo.nii.ac.jp/journal/HtmlIndicate/html/index.html 
 

・つくばリポジトリ 
筑波大学で生み出された研究成果等に無料でアクセスできる学術コンテンツデータ

ベース．皆さんの先輩の学位論文(修士論文,博士論文など)を読んでみたい場合はここ

からダウンロードできる． 
 
＜英語の論文＞ 
 ・Google Scholar 

（Google が 2004 年 11 月から開始した英語の学術文献検索サービス．全文が読める場

合が多い．また検索結果画面で各レコード左下の“引用元”(もしくは“Cited by”)
をクリックすることで，その論文を引用している論文を見つけることができる） 
 

・Web of Science 
（Social Sciences Citation Index など自然・人文・社会科学の論文が幅広く検索でき

る．今では一般的になったが，引用検索（引用をたどって文献を見つけること）と

いえばかつては Science Citation Index の代名詞だった．筑波大学 Tulips からたど

れる） 
 
・Science Direct 
（エルゼビア社などの科学・技術・医学分野の雑誌論文 700 万件が検索できる．1997

年サービス開始．全文閲覧は有料だが筑波大学は契約済みなので学内からならば全

文 PDF 閲覧が可能．Tulips からたどれる） 
 

 ・LISA 
  （図書館情報学の英語論文が検索できる．筑波大学 Tulips からたどれる） 
 
・ERIC （Education Resources Information Center）   
（教育学関係の英語論文が検索できる．図書館情報学の文献もヒットする．筑波大学

Tulips からたどれる） 
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・ACM Digital Library 
（Association for Computing Machinery のデータベースサービス．コンピュータ科

学に関する文献が検索できる．筑波大学 Tulips から ACM Portal でたどれる） 
 

3-5. 新聞記事を探す 

 ・聞蔵Ⅱ ビジュアル 
（朝日新聞の記事が検索できる．Tulips からログインする．筑波大学からログインで

きる人数に限りがあるので，使い終わったら必ずログアウトすること．昔の記事も

検索する時は「発行日」を「全期間」にすること） 
 
 ・日経テレコン 21 

（日経新聞の記事に加え，企業情報・人物情報なども検索できる．現在最もよく使わ

れているデータベースサービス．Tulips から辿る．筑波大学からログインできる人

数に限りがあるので，使い終わったら必ずログアウトすること） 
 
 ・Google News 

（新聞社の Web サイトなど数百の情報源から記事を集めて検索・閲覧できるようにし

ている．無料） 
https://news.google.com/ 

 

3-6. 人物情報を探す 

 
・日経テレコン 21  

（企業人の検索ならこれが一番手っ取り早い．Tulips からログインして「人事検索」

を使う．筑波大学からログインできる人数に限りがあるので，使い終わったら必ず

ログアウトすること） 
 
・ReaD  

  （研究開発支援総合ディレクトリ：日本の研究者情報が検索できる） 
 
・JapanKnowledge  

  （「日本人名大辞典」などが引ける．Tulips から辿れる） 
 
・Yahoo!  
（「日本タレント名鑑」の芸能人 7,000 人のプロフィールや公式 HP が検索できる．例

えばトップページで「阿部サダヲ」と検索すると，四角で囲まれて写真付きプロフ

ィールが出る） 
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3-7. 昔のホームページを探す 

 ・Internet Archive 
 （1996 年にアメリカで始まり，世界中のホームページを集めている．NPO によって

運営されている．昔の情報を集めるとき非常に役立つ） 
https://archive.org 

 
 
 

 
 

レポート課題 : メモ帳を使い A4 で 1〜2 ページ程度でよい．印刷したもの

を次週火曜日(4/24)の実習開始時に実習室Ⅲの教卓に提出．名前，学籍番号

を 1 ページ目の左上に明記．複数ページになるときはホッチキスで左上綴

じ．両面印刷推奨． 

  
1. 以下のテーマのうちの一つに関して World Wide Web を検索しなさい． 

テーマ：「アジャイル開発」または「ディープラーニング」または「白川英樹」 

2. 上記以外で，自分の興味がある事柄を１つテーマに選び，検索しなさい． 
 
・それぞれ 1, 2 のテーマについて，どのサーチエンジンを使って，どうやって目的

の情報を検索したか？具体的に書きなさい． 
 （サーチエンジンの URL もサーチエンジンで調べよう！） 
・参照・利用した Web ページの名称， URL と簡単な内容（2, 3 行ずつ，コピペ

は×），調べた内容に対する自身の考え(考察)を記述すること． 
・授業の感想・希望など 

 


