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資料の探し方講習会（蔵書検索編）

フルコースのみ

１．
「資料を探す」とは？

・・・レポート・論文・研究発表への初めの一歩

＜その１：先行研究を探す＞
テーマやキーワードを基に、どのような図書や論文があるのか、現在までの研究動向をつかみます。
→ 書誌・索引類（冊子体、CD-ROM） で調べる。
→ オンラインデータベース（インターネット） で調べる。

＜その２：書誌情報をつかむ＞
探しあてた資料を手に入れるために、必要な書誌情報をおさえます。
図書の場合→著者名、書名、出版者、出版年 ＋ ISBN
論文の場合→著者名、論題名、掲載雑誌名（書名）、出版者、巻号、年月、ページ ＋ ISSN
＊書誌情報の資格で囲んだ部分は、レポートや論文の最後に参考文献として掲載する必須事項！

＜その３：所在を探す＞
書誌情報をもとに、資料の所在を調べます。 → 蔵書検索 （日本女子大学 OPAC など）
論文の検索
スタート！
本文まで
あり！

オンラインデータベースで検索
（日本語：CiNii Articles（⇒p.18）＜オンライン・データベース）など

図書の検索
論
文

スタート！

本文なし

日本女子大学図書館の蔵書を探す
（＜OPAC）、（雑誌なら＜電子ジャーナル一覧 A-Z も参照）

所蔵あり！

★論文の場合は掲載雑誌名（書名）を検索する

論
文

図
所蔵なし

所蔵なし

書

他機関の図書館の蔵書を探す（NACSIS-Webcat、NDL-OPAC）

所蔵なし

他機関にあり！

論文 閲覧に行きたい ⇒ 紹介状
文献複写を入手したい ⇒ 文献複写
図書 閲覧に行きたい ⇒ 紹介状
文献複写を入手したい ⇒ 文献複写

図
書
館
参
考
係
へ

他機関の図書館から取寄せる ⇒ 相互貸借
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図書
図書館に入れてほしい ⇒ 購入希望
所蔵なし

図書 自分で購入する
（Book.or.jp＜お役立ちリンク）など

資料の探し方講習会（蔵書検索編）

フルコースのみ
フロアマップ

２．日本女子大学図書館ホームページへ

館内案内図です。

日本女子大学図書館ホームページはこちらです。
http://www.lib.jwu.ac.jp/

自分の探す分野の資料や
利用した い施設 が何階に

＊日本女子大学のホームページ＞教育・研究＞図書館 で、

あるかわかります。

リンクをたどることもできます。

開館カレンダー
（詳細情報）
トップに表示されている
のは開閉館日程のみ。
詳細情報をクリックする
と、開館時間（1 階・5 階
携帯サイトはこちらから！

開室時間）、相互利用
便到着日、貸出日程等

http://www.lib.jwu.ac.jp/mobileopac

がわかります。

資料検索には、次の 3 つを使い分けます。 それぞれの特長を確認しましょう。
＜OPAC（オパック：Online public access catalog）＞
日本女子大学で所蔵する図書、雑誌の検索ができます。
目白地区の蔵書で 1990 年以前に受け入れた資料の一部はデータ未入力のため検索できません。
それらの検索には目白図書館 1 階にあるカード目録をご利用ください。
＜オンラインデータベース＞
文献・情報検索データベース、電子ジャーナルデータベース、その他のデータベース
＊学内からのみアクセス可能なデータベースと、学外からもアクセス可能なデータベースがあります。
＜電子ジャーナル一覧 A－Z＞
日本女子大学図書館ホームページから利用できる Online Journal のタイトル検索
＊掲載論文の本文へダイレクトにアクセスできる点が便利です。
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資料の探し方講習会（蔵書検索編）

３．
「WebOPAC」を使いこなす

イントロ説明はフルコースのみ

WebOPAC では、利用者が資料を探す際の検索シーンに合わせて、さまざまな検索方法を用意しています。
利用者はその目的に合わせて、以下の検索方法を選択することができます。
①キーワード検索
検索項目として「キーワード」のみが用意されています。探したい資料に関連する言葉を入力して、検索す
ることができます。
②簡易検索
「検索項目」のプルダウンから検索項目名を指定し、「検索語の組合せ」のプルダウンから、次の検索条件
との組合せを自由に指定して、検索することができます。
③詳細検索
詳しい検索条件を入力して、検索することができます。
④雑誌検索リスト
雑誌検索のタイトル一覧が、アルファベット順、あいうえお順で整列されています。雑誌タイトルの頭文字を
選択することで、その一覧を表示し、検索することができます。
⑤分類検索（和書のみ）
当館では、資料の主題や内容を「図書分類法」によって分類し、並べています。目的の資料を十進分類法
から、検索することができます。

STEP 1

クイックコース・フルコース

とりあえず、検索してみる！

図書館ホームページで OPAC をクリックすると最初にキーワード検索画面が開きます。
★キーワード検索画面で “ボランティア“ について書かれた資料を検索してみましょう。
⇒キーワード の入力欄に ボランティア （または ボランテイア ）と入力して「検索」をクリックします。
WebOPAC、MobileOPAC

資料種別、所蔵館、キーワード等

全体の操作手引です。

青文字をクリックするとヘルプが

クリックするとこの画面の

表示されます。

利用方法が表示されます。

所属地区は、
「目白地区」のみ
「西生田地区」のみ
も選べます。

検索結果表示の並び順を指定できます。
ソートキーを「出版年順」に変更して

書誌検索結果一覧 1 ページあたりの

ソート順を「降順」に変更すると

一覧表示件数を選べます。

出版年新しい順になります。
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資料の探し方講習会（蔵書検索編）

★書誌検索結果一覧が表示されました。検索結果の件数が多いので、絞り込みましょう。
⇒「検索条件の変更（絞込み）」をクリックするとページ下方にジャンプします。

ヒット件数が表示されます。

★“NPO” に関連するものに絞り込みましょう。
⇒「検索条件の変更（絞込み）」のタイトル入力欄に NPO (小文字でも可) と入力して「再検索」を
クリックします。

☆検索結果が多い場合は、「絞り込み」をします。
☆大文字・小文字はどちらを使っても検索できます。
＊外国語の大文字・小文字、日本語の促音などで小書きにする文字。
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資料の探し方講習会（蔵書検索編）

★書誌検索結果一覧が表示されました。
各タイトルについて、配置場所（5 件まで）、請求記号、状態の表示も追加された一覧を表示しましょう。
⇒「蔵書を表示」をクリックします。

タイトル、著者名、出版年、請求記号
についての並び替えがせきます。

★各タイトルについて、配置場所（5 件まで）、請求記号、状態の表示も追加された書誌検索結果一覧が
表示されました。
⇒詳細を知りたい資料、貸出中もしくは他キャンパス図書館所蔵配架済で予約をつけたい図書の
タイトルをクリックします。

全所蔵件数が
表示されます。
表示配置場所は
5 件までですが、
ここで全件数を
確認できます。
表示された 5 件までの蔵書については、配架済、貸出中、
予約中等現在の状態がわかります。
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資料の探し方講習会（蔵書検索編）

★書誌詳細が表示されました。
・書誌検索結果一覧では所蔵 6 件以上で表示されなかった配置場所もすべて表示されます。
・予約ボタンが表示され、貸出中図書、他キャンパス図書館所蔵配架済図書に予約ができます。
・貸出中図書の返却期限日が表示されます。

所蔵一覧で、
配置場所、請求記号
などを確認！

No.をクリックすると
所蔵詳細が表示されます。

☆書誌詳細（図書情報）の見方☆

所蔵情報で状態と配置場所を確認します。

○状態 「貸出中」の場合 ⇒ 返却期限日が表示されます。予約ボタンから予約ができます。
＊返却期限日が年度末表示の場合は、2 階カウンターへお尋ねください。
○状態 「予約棚」or「配送中」の場合 ⇒ 予約ボタンから予約ができます。
○状態 「指定 3 日」or「指定館内」の場合 ⇒ 指定図書です。2 階カウンターへお申し出ください。
○状態 「紛失・不明」の場合 ⇒ 2 階カウンターもしくは参考デスクへお尋ねください。
○状態 「配架済」の場合 ⇒ 各配置場所にあります。請求記号で資料の場所を特定できます。
・配置場所 「図書館目白」の場合
⇒ 和雑誌(P)と G 図書（G）は 1 階、R、Bib、最新 2 年分の年鑑・白書（P）は 2 階、
300-999 の和書は 3 階、大型本(O.S.)、洋書、000-299 の和書は 4 階、洋雑誌(P)は 5 階です。
・配置場所 「図目通信」の場合 ⇒ 図書館 3 階「通信図書室」に配架されています。
・配置場所 「図目上代」の場合 ⇒ 図書館 5 階「上代タノ平和文庫」に配架されています。
・配置場所 「JCCM-○○○（図書館目白の外部倉庫保管資料）」の場合
⇒ 目白図書館へ取り寄せて利用できます。
図書は 2 階カウンターで、雑誌は 1 階カウンターで受け付けます。
・配置場所 「図書館西生田」「JCCN-○○○（図書館西生田の外部倉庫保管資料）」の場合
⇒ 目白図書館へ取り寄せて利用できます。（R、Bib などを除く）
図書は OPAC 予約（もしくは 2 階カウンター）で、雑誌は 1 階カウンターで受け付けます。
・配置場所が 研究室 の場合 ⇒ 研究室により利用条件が異なるため、カウンターへお尋ねください。
＊2 階 OPAC コーナーには「研究室図書利用案内」のファイル（青色）があります。
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資料の探し方講習会（蔵書検索編）

フルコースのみ

☆ブックマーク（BM）機能の使い方☆

①チェックボックスで資料を選択します。
グレーバーのチェックボックスをクリックすると全
選択や全解除ができます。
②「ブックマーク」ボタン、
利用できる機能の選択

「ブックマークの追加」、
ブックマーク（BM）機能

下までスクロール

「追加」ボタン
のうち 1 つをクリック。

③ブックマークの追加完了です。
2 度目の追加からは「参照」ボタンも表示されます。

④ブックマーク追加後に「参照」ボタンをクリックすると「ブックマーク参照」が表示されます。
数件まとめて書誌詳細の所蔵一覧まで確認したい場合に便利です。
ブックマークは検索を終了すると失われます。保存したい場合は、マイフォルダヘ登録してください。
マイフォルダは My JWULIS ユーザ ID とパスワードをお持ちの方のみご利用になれます。
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資料の探し方講習会（蔵書検索編）

フルコースのみ

☆検索条件の保存の使い方☆

②利用できる機能の選択
「ブックマークの追加」、
検索条件の保存

下までスクロール

「保存」ボタン
のうち 1 つをクリック。

③検索条件の保存完了です。

④検索条件の保存後に「参照」ボタンもしくは書誌検索結果一覧バーにある「検索履歴」をクリックすると
「検索履歴参照」が表示されます。他の検索方法も試した後、前と同じ検索を行いたい場合に便利です。
検索条件の保存は検索を終了すると失われます。保存したい場合は、マイフォルダヘ登録してください。
マイフォルダは My JWULIS ユーザ ID とパスワードをお持ちの方のみご利用になれます。

⑤再表示したい検索条件をクリックすると再検索が行われ、
最新の状態で書誌検索結果一覧が表示されます。
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資料の探し方講習会（蔵書検索編）

STEP 2

表記の違うものも効率よく、もれなく検索する！

クイックコース・フルコース

★子どもの食生活や食育など、子どもの食について書かれた資料を探してみましょう。
・子ども、こども、子供 etc.・・・どんな表記でも引く ⇒ コドモ を検索語にします。
・食育、食生活、食事 etc.・・・「食」を含むさまざまな言葉を引く ⇒ 食 を検索語にします。

⇒ 詳細検索画面でキーワードまたはタイトルに コドモ 食 （語の間はスペースを入れる）と入力して
「検索」ボタンをクリックします。
キーワードでは 61 件ヒットしました。
タイトルでは 51 件ではヒットしました。

☆迷ったときは読み（カタカナ もしくは ひらがな）で検索する☆
日本語の資料は、タイトルと著者の読み（カタカナ）がデータに入力されています。さまざまな表記
がある場合や、表記がはっきりしない場合は、カタカナで検索すると、もれなく検索できます。
＊ひらがなで検索しても同様にもれなく検索できます。
＊ただし、接尾語がついているデータはヒットしない場合もあります。
例：コドモタチ → 接尾語を含めた検索語でも検索しましょう。

☆ただし、助詞の へ を は に注意する☆
読み（カタカナ）で検索する際は、助詞の へ を は は、それぞれ ヘ→エ、ヲ→オ、ハ→ワ と
なります。また、ぢ づ は、ヂ→ジ、ヅ→ズ です。フリガナとは違いますので、ご注意ください。

☆漢字一字の単語を引くときは注意☆
この例題の場合、「食」の方までカタカナにしてしまうと、職、色、植 etc.といったものまで検索して
しまうので、「食」は漢字を使います。
しかし、漢字一字の単語、たとえば、「心」（ココロ）を検索したい場合、検索語を「心」とすると、
心理、心情、心配、中心、関心 etc.「心」の含まれるさまざまな言葉も検索してしまいます。
いずれの場合にも、一語で検索せず、他の検索語とかけあわせて検索しましょう。
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資料の探し方講習会（蔵書検索編）

STEP 3

フルコースのみ

“AND” “OR“ ”NOT“ 検索もできる！

★子育てや保育についての、地域での支援に関する本を検索してみましょう。
⇒ 簡易検索画面で、子育て

保育 のいずれかが含まれ、なおかつ 地域 支援（語の間はスペース

を入れる）を含む資料を検索します。

①1 段目検索語入力欄に 子育て と入力し、検索語の組み合わせのプルダウン項目を または（OR）
に変更します。
②2 段目検索語入力欄に 保育 と入力します。
③3 段目検索項目のプルダウン項目を タイトル に変更し、検索語入力欄に 地域 支援 と入力
します。

OR に変更

タイトルに変更
検索語の間にスペース（空白）で
一文字空けて入力しても“AND”
検索になります。

⇒ 検索結果は下記のとおりとなります。

検索条件がクリアになった
検索画面へ戻ります。

検索条件を残した検索画面へ
戻れます。
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★『吾輩は猫である』以外の夏目漱石の著作について検索してみましょう。
⇒ 簡易検索画面で、著者名に 夏目漱石 が含まれるが、タイトルに ワガハイ が含まれない資料を検
索します。

①1 段目検索項目のプルダウン項目を 著者名 に変更し、検索語入力欄に 夏目漱石 と入力し、
検索語の組み合わせのプルダウン項目を でない（NOT） に変更します。
②2 段目検索項目のプルダウン項目を タイトル に変更し、検索語入力欄に ワガハイ と入力
します。

NOT に変更
著者名に変更
タイトルに変更

⇒ 検索項目 著者名 検索語 夏目漱石 だけで検索した場合と検索結果を比較してみましょう。

☆論理演算での検索☆
簡易検索で検索語の組み合わせを変更するという方法のほかに、キーワード検索、簡易検
索、詳細検索いずれの場合も、一つの項目の中で複数の条件を指定する際、条件の組み合
わせ方を指定することができます。
検索方法
論理積検索

説明

入力方法

複数の条件を同時に満たす資料を検索します。

（AND 検索）

検索語の間に
“スペース”（空白）を入力

論理和検索

複数の条件のうち、どれかひとつでも満たす

検索語の間に

（OR 検索）

資料を検索します。

“＋”（プラス）を入力

論理差検索

ある条件を満たす資料のうち、ほかの条件に

検索語の間に

（NOT 検索）

該当するものを除いた資料を検索します。

“＾”（ハット）を入力

＊詳細検索の複数の項目間では、AND 検索しか行うことができません。
ただし、AND と OR と NOT を同時に使うと検索が複雑になり、検索語の順番によって
検索結果が違ってしまうので注意しましょう。
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STEP 4

クイックコース・フルコース

著編者を検索語にする時の注意！

★ヴァージニア・ウルフの著作物を検索してみましょう。
⇒ 詳細検索画面で、著者名に、著者の原綴りで Virginia Woolf （姓と名の間はスペース）と入力。

★他の著者によるこの作家についての本を検索してみましょう。
⇒ 詳細検索画面で、件名に、著者の原綴りで Virginia Woolf （姓と名の間はスペース）と入力。

☆著編者 人物名 の入力☆
外国人名 ⇒ 原綴り（アルファベット）で入力

＊大文字・小文字の区別はなし。

姓と名の間にスペース（空白）を入れます。
カタカナで検索すると、一部の蔵書しかヒットしません。
（例） Virginia Woolf

JAMES JOYCE

charles dickens

日本人名 ⇒ ①漢字で入力する場合
そのまま入力

＊旧字⇔新字が正しく翻字されない場合は、両方で検索します。

キーワードで検索した場合でも、同様に両方で検索します。
＊ヒットしない場合は姓と名の間にスペース（空白）もしくは
（例） 夏目漱石
夏目 漱石（夏目,漱石）

,

（半角カンマ）を入れる。

宮沢賢治

芥川龍之介

宮澤賢治

芥川竜之介

⇒ ②読み（カタカナ もしくは ひらがな）で入力する場合
姓と名の間にスペース（空白)を入れます。
（例） ナツメ ソウセキ

STEP 5

なつめ そうせき
クイックコース・フルコース

雑誌は 巻・号 が大事！

★「文学」という雑誌の 12 巻 5 号（2011 年 9、10 月号）を探してみましょう。
⇒ 詳細検索画面で、タイトルに＃文学 と入力、資料種別の雑誌にチェックします。
出版年、分類、コード、ISBN/ISSN、出版国コード、
言語コード、登録番号、資料 ID、請求記号はもともと

資料種別は 雑誌

リテラル検索項目のため「＃」は不要です。リテラル検索
は「＊」を末尾に入力すると前方一致、先頭に入力すると
後方一致、中間に入力すると任意一致、前後に入力する
と中間一致で検索を行うことができます。

☆一般的な短い単語のタイトルなら、リテラル（完全一致）検索が便利☆
「文学」、「Science」、「発達」などの、一般的な短い単語では、この言葉を含むものをタイトル検索する
と、たくさんヒットしてしまいます。このような場合、先頭に＃を入力することで、リテラル検索を行うこと
ができます（著者名、出版者、出版地、件名、キーワードも同様）。
検索例

入力例（項目：検索語）

タイトルが「文学」という資料を検索する場合 （完全一致検索）

タイトル：＃文学

タイトルが「文学」で始まる資料を検索する場合 （前方一致検索）

タイトル：＃文学＊

タイトルが「文学」で終わる資料を検索する場合 （後方一致検索）

タイトル：＃＊文学
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⇒ 書誌検索結果一覧が表示されました。該当雑誌と思われるタイトルをクリックします。

該当雑誌と思われる
タイトルをクリック。

⇒ 書誌詳細で一括所蔵画面が表示されました。
配置場所「図書館目白」所蔵資料は「通し年月次 1931-2011」で「受入継続中」表示されています。
12 巻 5 号（2011 年 9、10 月号）を所蔵していると思われるので、No.をクリックしましょう。

No.をクリックして
所蔵一覧を表示し、
必要な巻号を所蔵して
いるか確認しましょう。

⇒ 書誌詳細で一括所蔵画面が表示されました。
雑誌の場合は、探している巻号があるかどうかまで、しっかり確認する必要があります。

必要な巻号を入力して
12 巻 5 号（2011 年 9、10 月号）
がありました。

No.をクリックすると
所蔵詳細画面が
表示されます。
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資料の探し方講習会（蔵書検索編）

＜詳細検索画面で、タイトルに＃文学＊ と入力、資料種別の雑誌にチェックした検索例＞

クリックして

「文学」から

詳細データを

始まっていないのに、

確認して

ヒットしているのはなぜ？

みましょう。

下へスクロール

雑誌は、タイトルが途中で
変わる場合があります。
このタイトルは前に変遷が
あり、そのひとつが「文学」
から始まるタイトルであった
ことがわかります。

＜保管転換（配置場所が移ること）雑誌 書誌詳細 所蔵一覧表示例＞
配置場所 2 に表示がある資料は、配置場所 →配置場所 2 の順に
保管転換されます。必要な巻号がどちらにあるのか確認しましょう。

請求記号 P の図目第一参考は図書館 2 階
（参考図書のフロア）に配架されています。

請求記号 P（和）の図書館目白は
1 階（和雑誌のフロア）に
配架されています。
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＜外部倉庫保管雑誌 書誌詳細 所蔵一覧表示例＞

書誌詳細 一括所蔵一覧
では、外部倉庫保管雑誌
かどうかはわかりません。
必ず、所蔵一覧まで
確認しましょう。

外部倉庫保管雑誌は
書誌詳細 所蔵一覧の
配置場所 3 に箱番号が
表示されます。

STEP 6

フルコースのみ

分類検索で探す（和）

★分類検索画面で「有機化学」の分野を見てみましょう。
⇒ 大きな分類の中から徐々に分野を限定していきます。
400 自然科学 → 430 化学 → 437 有機化学 → さらに主題をクリックすると、検索結果が
表示されます。いくつか見てみましょう。
検索結果が多い場合は、検索条件の変更（絞込み）に何か検索語を追加して、絞り込みができます。
クリックして
3 階層へ
クリックして
2 階層へ

☆検索語に迷ったら分類表を使ってみる☆
上記のように、分類表から分野を選んで資料を探すこともできます。
何を検索語にしたらよいか迷った時などに使うと便利です。
検索のキーワードが思いついたら、検索語からも検索し、検索結果を比べてみてください。
分類の違うものの中にも、役に立つ資料が見つかることも多いので、検索語からの検索と分類表
からの検索をうまく組み合わせましょう。
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フルコースのみ

STEP 7

便利で楽しい新機能

＜貸出ランキング＞

貸出ランキング ベスト 100 です。
話題本などもランクインしていて楽しく図書を選べます。

表示期間：年度、上半期、下半期

タイトルを

表示対象：全体、目白、西生田

クリックすると

を選択して、ランキングを表示できます。

書誌詳細を
表示。

＜新着案内＞

新着案内が月別（毎月 20 日集計開始）に 1000 件まで
表示されます。

タイトルを

表示対象：全体、目白、西生田

クリックすると

を選択して表示できます。

書誌詳細を
表示。

＜指定図書＞

先生が授業用に指定した 指定図書 が掲載されます。
ただし、雑誌、先生の私本等掲載されない資料もあります。

タイトルを
クリックすると
書誌詳細を
表示。
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STEP 8

フルコースのみ

「配置場所」と「請求記号」をもとに書架へ

書誌詳細 所蔵一覧 のページで「配置場所」と「請求記号」を確認します。

請求記号にポインタをあてると
ラベルイメージが表示されます。

★図書の装備について

ただし、実際のラベルとは枠色等

図書館の資料は請求記号順に配架しています。

異なる点も多いです。背ラベルがない

請求記号のラベルは、図書の背の下方に貼ってあります。

未製本雑誌の場合でも表示されます。

例 ： OPAC での請求記号

||210.08||Nih||23

の場合

別置記号なし

別置記号
分類記号
図書記号
巻号

☆別置記号とは☆

２１０．０８
Ｎｉｈ
２３

記号の前にあるアルファベットは配架場所を示す別置記号です。
これらの資料は利用方法も異なります。

別置記号

資料名

図書館目白 配架場所
和雑誌 1 階

洋雑誌 5 階

利用方法

P

Periodicals 逐次刊行物

館内閲覧

R

Reference books 一般参考図書

2階

館内閲覧

Bib

Bibliographies 書誌

2階

館内閲覧

O.S.

Oversize 大型本

4階

貸出可

洋書 4 階

貸出可

B

Biographies

F

20th century fiction in England

G

Juvenile literature

Wa

和装本

2階

出納式・館内閲覧

MF

Microfilm, Microfiche

1階

出納式・館内閲覧

CR

CD-ROM

1階

出納式・館内閲覧
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フルコースのみ

４．雑誌に載った論文を探す場合

論文検索用のデータベースを使います。以下に、基本的なデータベースである CiNii を紹介します。

[ＣｉＮｉｉ(サイニィ) Articles]

（国立情報学研究所のデータベース）

学術雑誌（紀要(大学発行の雑誌)や学会誌）などに載った論文や一般雑誌の記事などの論文情報を検索
できます。

オンライン・データベース
のページの一番上にあります。

→検索結果から、その論文が掲載された雑誌を探す。
一部の論文（記事）は本文へのリンクがありそのまま読めるものもあります。

調べたい言葉を入れる。（スペースでかけあわせ）
例：ワークライフバランス 日本 女性

本学で利用できる電子ジャーナルや
本学所蔵の雑誌へアクセスする
リンクボタン。

OPAC ボタン。これを押すと
本学にこの論文が載っている
雑誌があるか検索できる。

JWU Link

本文へのリンクボタン。
ただし学会誌などは有料または公開後
一定期間閲覧不可のものがある。
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５．ご利用どうぞ！各階フロアの施設・設備

自習

蔵書検索用のパソコンはすべての階にあります。
5 階・・・5 階カウンター／ビデオ・コーナー／カラーコピー機／白黒コピー機
4 階・・・グループ研究室（グループで話しながら学習できる場所です。受付は 2 階カウンター。原則予約
制ですが予約が無い場合は利用できます。）／百年館側にある閲覧室の窓際 10 席には、メディ
アセンターから借りたノートパソコンをインターネットに接続できる情報コンセントがあります。
3 階・・・壁に接している側板席に JASMIN アカウントをお持ちの方が使用できる、Word や Eｘｃel などが
搭載されたパソコンがあります。
2 階・・・1 階カウンター／参考係のカウンター／2 階 OPAC コーナー（2 階が出入り口階です。）
2 階・・・1 階カウンター／AV ブース（リスニング用、マイクロリーダー・プリンター用、グループ学習用）
こちらは
配架資料の
ご案内です

番外編・１

・・・ 蔵書検索編 確認 Q and A ・・・

フルコースのみ

Q．検索結果のどれを見てから書架に行けばいいのですか？
A．書誌検索結果一覧のタイトルをクリックして書誌詳細画面を出しましょう。図書の場合、所蔵一覧の状態
が配架済であることを確認し、配置場所と請求記号を頼りに、書架へ行ってください。
雑誌の場合、一括所蔵一覧の No.をクリックして所蔵一覧で必要な巻号の所蔵を確認し、配置場所と請
求記号を頼りに、書架へ行ってください。図書館の資料は請求記号順に配架されてあります。

Q．書誌検索結果一覧から、タイトルを一つずつクリックして書誌詳細を確認するのは面倒です。
何か方法ありますか？
A．ブックマーク（BM）機能をご利用ください。チェックをつけて選択することも、一括チェックをすることもでき
ます。ただし、ブックマークは検索を終了すると失われます。保存したい場合は、マイフォルダヘ登録して
ください。マイフォルダは My JWULIS ユーザ ID とパスワードをお持ちの方のみご利用になれます。

Q．書誌検索結果一覧へ戻らなくても次々と書誌詳細画面を見る方法ありますか？
＊書誌検索結果一覧へ戻りたい場合は、書誌詳細画面上部右側の「一覧へ」ボタンをご利用ください。
A．書誌詳細画面のタイトル表示左下には「←前の書誌」、右下には「次の書誌→」という表示が、書誌検索
結果一覧で複数件ヒットしていた場合にのみ出ます。書誌検索結果一覧へ戻らなくても次々と詳細を見ら
れて便利ですのでご利用ください。
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番外編・２

フルコースのみ

・・・豆知識・・・

１． レポートや論文を書く時の注意点
（１）参考文献リスト掲載
レポートや論文を書く場合、最後に「参考文献」のリストを載せます。
「参考文献」は、レポートや論文を書くに当たり、参照した文献です。この中でも、レポートや論文の
中で引用した文献については、必ず、記載しなければなりません。著作物には著作権があり、無断
転用は禁じられています。
参考文献のリストには、書誌事項（p.1 参照）を記載します。

＜参考文献の書き方 例＞
参考文献

雑誌論文

1. 高橋 誠一. 古代飛鳥の国際性と文化交渉-広域的都市計画と要塞化-. 東アジア文化交渉研究.
2012;5:pp.307-325.

雑誌論文

2. 林部 均. 飛鳥・藤原京から平城京へ（特集 平城京研究の現在） -- （平城京の造営）. 季刊考
古学. 2010;112:pp.18-22.

雑誌論文

3. 市川 智子. 図解 平城京九相図（＜特集＞平城遷都 1300 年考）. 建築雑誌. 2010;125（1611）:
pp.1-11.

図書

4. 井上 和人. 日本古代都城制の研究 : 藤原京・平城京の史的意義.

吉川弘文館, 2008.4

（２） 孫引き禁止
図書や雑誌論文の中で、別の著者の文献が引用されている場合（文献の中の引用文献）は、そのま
ま引用せず、必ず原著にあたります。間違って引用されている場合もあるため、注意が必要です。そ
のまま引用することは「孫引き」といい、禁じられています。

２． 図書・雑誌の構成（和文のもの）
図書には、おおむね巻頭に「標題紙」、「目次」、巻末に「索引」（ないものもあり）、そして「奥付」がありま
す。「奥付」には書誌事項（著者・書名・出版社・出版年）が記載されています。
雑誌には「標題紙」や「奥付」がなく、表紙・裏表紙などに巻号が記載されている場合があります。

３． 辞書・事典などを引くときは・・・
辞書などには、巻頭に近い部分に「凡例」が載っています。「凡例」は、その書物の利用方法（配列の順
序や使われている記号など）が例を挙げてわかりやすく記されています。資料に「凡例」がある場合に
は、まず「凡例」に目を通しましょう。
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フルコースのみ

番外編・３

・・・My JWULIS を使いこなそう！・・・

学部学生・大学院生は JASMINE アカウントのユーザ ID とパスワードでログインできます。
それ以外の方は、利用カード番号と図書館発行パスワードでのログインとなりますので、
2 階カウンターで利用カードとパスワードの発行を受ける必要があります。
☆My JWULIS サービス内容☆
＜利用状況の確認＞
○ご自分の現在の利用状況の確認
（図書館からの通知、貸出、予約、複写依頼（専任教職員のみ）、貸出履歴、利用者情報）
○貸出更新

○予約の取消

＜マイフォルダ＞
○検索結果の「ブックマーク」への保存

○「検索履歴」の保存

＜その他＞
○OPAC 検索結果からの貸出中図書の予約、目白・西生田図書館所蔵図書の所属館への取り寄せ・
相手館への取り置き手続き
○携帯サイトサービス：開館カレンダー参照、OPAC 検索、貸出更新、貸出中図書の予約、
目白・西生田図書館所蔵図書の所属館への取り寄せ・相手館への取り置き手続き
☆ログイン方法☆

図書館ホームページ「My JWULIS」に接続します。
このページの説明をよく読んだ上で、
My JWULIS をクリックする。

貸出をクリックすると貸出中図書の確認ができます。
返却期限内であれば、貸出更新もできます（1 回のみ）。
チェックボックスにチェックを入れ、[貸出更新]をクリックしてくだ
さい。更新手続きをした日から通常の貸出期間分、返却期限が
延長されます。その資料に予約者がいる場合、すでに一度
更新済の場合は、貸出更新できません。
次に予約者がいなければ、2 階カウンターで借り直し手続きを

利用者情報を
クリック→[修正]を
クリックして、
メールアドレスを
登録してください。

予約をクリックすると

受け付けます。借り直し希望図書と利用カードを持って

予約した図書が現在

2 階カウンターへお申し出ください。

どのような状況であるか
等確認できます。
予約の取消もできます。

予約本到着のお知らせはメールで届きます。
My JWULIS 利用者情報にメールを登録していないと
お知らせが届きません。ご注意ください。

（予約上限冊数：20 冊）
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