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 参考文献って？どうして必要なの？

 レポートや論文では事実やデータをもとに、自分の主張を書くことが重要であり、信念（記
憶・経験・憶測）や伝聞は根拠にはなりません。

 そのため他人のデータや文章を利用して執筆することが必要となります。ただし、丸写しではな
く、あくまでも自分の主張を補足するために、必要な部分のみを利用すること（＝引用※）
が必要です 。引用した文献は参考文献としてレポートや論文中で、出典を明記することが
著作権法で定められています。

 参考文献の書き方にはルールがあります。以下では、文献情報の読み方、参考文献の読み
方と書き方をご案内します。

 文献情報の読み方 1～CiNii Researchを例に～

 参考文献を書くには、雑誌論文の場合、著者名、論題、雑誌名、掲載巻号、出版年月、
引用ページなどの情報が必要ですので、本文の入手時には、これらの情報にも気をつけて情
報を収集します。そのためにはまず、文献の情報を読めるようになるのが重要です。

 CiNii Researchで論文検索した結果の論文情報の読み方

（その論文が掲載されている）雑誌名など

※引用の方法

• あくまでも自分の文章が主体で引用は自分の主張の補足である。長い場合は前略や中略を用いて短く
し、必要な部分のみを使う。

• 必ず典拠、出典先を明示する。→参考（引用）文献
• 本文と引用文は区別して表記する。「 『 』 」 ‘ “ ” ’ を使ったり、段落を分けて一字下げる。

論文タイトル
（英語等別の表記がある場合も）

著者名

発行者・出版者

巻号 ページ数

出版年月



 文献情報の読み方 2

 同じ論文でも、分野や掲載されている雑誌によって参考文献の書き方が異なります。以下では
同一論文を様々な形式で記載しました。一例ですので実際には雑誌の投稿規定をチェックしま
しょう。

 MLA（Modern Language Association）形式

Saito, Y., et al. “Reduced Expression of E-Cadherin in Oral Squamous Cell Carcinoma :

Relationship with DNA Methylation of 5' CpG Island." International journal of oncology

12.2 (1998): 293-8.

 Nature形式

1 Saito, Y., Takazawa, H., Uzawa, K., Tanzawa, H. & Sato, K. Reduced expression of 

E-cadherin in oral squamous cell carcinoma: Relationship with DNA methylation of 5‘ CpG

island. International Journal of Oncology 12, 293-298 (1998).

 NLM（National Library of Medicine）形式

Saito Y, Takazawa H, Uzawa K, Tanzawa H, Sato K. Reduced expression of E-cadherin in 

oral squamous cell carcinoma: Relationship with DNA methylation of 5' CpG island. Int J 

Oncol 1998;12(2):293-8. 

略誌名（Abbreviation）の検索方法

略誌名から完全誌名を探すには以下のようなツールがあります。たとえば“Int J Oncol”, “J Biol
Chem”などの略誌名から完全誌名が検索できます。

• CiNii Books https://ci.nii.ac.jp/books/
国立情報学研究所が提供する全国の大学図書館の所蔵資料検索データベースです。「タイトル」欄に略誌

名を入力し、*（アスタリスク）をつけると、効率よく検索できます。
検索例：Int* J* Oncol*

• 医中誌収録誌検索 https://www.jamas.or.jp/shusaishi/search/
• 医中誌に論文が収録されている雑誌について略誌名を確認、検索できます。（ここに掲載されている略誌名

は医中誌の論文検索にも使うことができます）
• WorldCat https://www.worldcat.org/

OCLCが提供する世界最大の総合目録です。
• Journals referenced in the NCBI Databases

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
アメリカのNLMが提供するデータベースで、主に医学分野の雑誌が検索できます。

巻号 ページ数出版年月

巻号 ページ数 出版年月

巻号 ページ数出版年月

雑誌名

雑誌名

雑誌名

論文タイトル

論文タイトル

論文タイトル

著者名

著者名

著者名

ほか著
（次頁の「略号一覧」を参照）

通し番号



文献リスト、書誌情報に良く使われる欧文略号一覧

略号 完全形 日本語

anon. anonymous 著者不明

app. appendix 付録

art. article 論文

bibliog.. bibliography 文献目録

c., ch..,chap.<caps.> chapter 章

ca. circa およそ[…年頃]

cat. catalog 目録

cf. confer 比較、比較せよ

cit. citation 引用

co., Co. company 会社

col. <cols.> column 欄

comp. compiled 編纂された

compiler 編纂者

d. died 故人

diss. dissertation 学位論文

do. ditto 同上、同前

ed., edit. <eds.> edited 編集

edition 版 （ドイツ語：aufl.)

editor 編集者

ed. cit. editio citata 前掲書

e.g. exempli gratia 例えば

enl. enlarged 増補

et al. et alii, et aliae その他、ほか著、[著者編者が多数の場合]

f. and following 及びその次の[ページ]

fac., facsim. facsimile 復刻版、複製

fasc. facicle 分冊

fig., <figs.> figure 図、挿絵

fn. footnote 脚注

ib., ibid. ibidem 同一雑誌／前掲書[を参照のこと]

id. idem 同上、同著者

i.e. id est すなわち、換言すれば

in press 発行準備中、発行予定

illus. illustrated 図入り

incl. including 含む

inf. infra 以下で述べる

intro., introd. introduction 序論、序文

l., <ll.> line 行

l.c. loco citato 前述箇所に

loc.cit loco citato 上記引用文中に

n.d. no date 刊行年不明

n.p. no place 発行地不明

n.pag. no pagination ページ数なし

o.p. out of print 絶版

op.cit opere citato 前掲載書中に

orig. original 原作、原図

p., <pp.> page ページ

par. paragraph 節

pl. plate 図版

pref. preface 前書き、序文

q.v. quod vide ～を参照

rev. review 書評

revised, revision 改訂、改訂版

ser. series シリーズ

tr., trans. transrator 翻訳者

v, vid. vide 参照せよ

viz., viz videlicet すなわち

vol. <vols> volume 巻 （ドイツ語：Bd. フランス語：t., tom.)

< >内は複数形

 略号一覧

参考文献リストや引用の中では下記の略号が使われることがあります。



 参考文献の書き方

 読み方が分かったら実際に参考文献を書いてみましょう。

 図書・雑誌・Webページなど、資料の種類によって必要な要素が異なります。また分野によっても
さまざまな記載方法がありますので、書く前に投稿規定などを確認することが必要となります。ここ
では基本的な書き方をご紹介します。(SIST02に準拠)

 図書の場合

著者名. 書名. 版表示, 出版者, 出版年, 総ページ数.

例：藤田節子.図書館活用術 : 情報リテラシーを身につけるために. 日外アソシエーツ, 2011, 
225p .

 雑誌の場合

著者名. 論文名. 誌名. 出版年, 巻数, 号数, はじめのページ-おわりのページ.

例：米田奈穂, 竹内比呂也. 戦略的ツールとしてのパスファインダー : 千葉大学附属図書館に
おける「授業資料ナビゲータ」の取り組みと展開. 図書館雑誌. 2012 , vol.  106 ，no. 4, 
237-239.

 Webページ中の記事の場合

著者名. “ウェブページの題名”. ウェブサイトの名称. 更新日付. （言語の表示）, (媒体
表示), 入手先, (入手日付).

例：学術情報基盤作業部会. “大学図書館の整備について（審議のまとめ）－変革する大
学にあって求められる大学図書館像－”. 文部科学省. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/toushin/1301602.h
tm, (参照 2023-2-21).

 新聞記事の場合

著者名. 記事タイトル. 新聞紙名．出版年月日，朝夕刊，版，該当ページ．

例：千葉大、高３秋に飛び入学. 読売新聞. 2013-10-18, 朝刊,東京, P.37.

 参考資料

 藤田節子. レポート・論文作成のための引用・参考文献の書き方. 日外アソシエーツ, 2009, 
144p.

 林紘一郎, 名和小太郎.引用する極意引用される極意.勁草書房, 2009, 225p.

 科学技術振興機構. “SIST02参照文献の書き方” SIST:科学技術情報流通技術基準. 
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12003258/jipsti.jst.go.jp/sist/handbook/s
ist02_2007/main.htm, （参照 2023-2-21）

文献管理ツール

• 収集した文献の書誌情報や関連ファイルなどを管理できる文献管理ツールがあります。これらのツールを
使えば、書誌情報のリストを、ある参考文献の書式へ出力できる機能もあります。

例：Mendeley, EndNote basic, Zoteroなど

• 千葉大学ではEndNote basicが利用できます。
ユーザー登録手順などの情報には、以下のURLまたは二次元コードからアクセスできます。
https://alc.chiba-u.jp/entry/endnote.html


