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① 検索条件を指定して、検索
ボタンをクリックします。 

⇒ P.2 

② 一覧の中から、目録情報を確認し
たい資料名をクリックします。 

⇒ P.4 

⇒ P.5,6 

③ 目録情報や貸出状況を確認します。 

《検索条件入力》ページ

《検索結果一覧》ページ 

《検索結果詳細》ページ 

基 本 操 作
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検索条件を指定し、検索 ボタンをクリックして検索します。 
 
 

検索対象

検索するデータベース、資料の種類を指定します。 
「資料の種類」や「分館指定」はチェックマーク(  )がついているものだけが検索の対象になります。

■対象データベース 
・本  学  所  蔵  図書館の資料を検索 
・NACSIS 目録  NACSIS の総合目録データベースで検索 

■資料の種類 
・図    書  単行資料と視聴覚資料を検索 
・雑    誌  遂次刊行物を検索 
・雑誌巻号  雑誌の特定の巻号を検索 （図書館の資料を検索するときだけ有効） 

■■   検検索索ししよようう   ①① ～～簡簡易易検検索索モモーードド～～   

検索窓 
検索条件を指定します。 
テキストボックスをクリックしてから、

文字列を入力します。 

・通常は部分一致で検索しますが、前方

一致や後方一致で検索することもで

きます。 
文字列の先頭にスラッシュ(/)をつけ

ると前方一致、末尾にスラッシュ(/)
をつけると後方一致で検索します。

・複数の文字列を空白で区切って指定

すると、指定した条件のすべてを満た

す資料を検索します。 
 

検索 ボタン

検索条件の指定が終わったら、検索

ボタンをクリックして検索を実行し

ます。 
（ Enter キーでも検索を実行します ）
検索が終了すると、《検索結果一覧》

ページ が表示されます。 

⇒ P.4 

詳細検索

詳細検索モードに切り替えます。 

ヘルプ

ヘルプを表示します。 

検索条件入力ページ、マイライブラ

リ、トップページでヘルプを起動する

と、目次が表示され、それ以外のペー

ジでは、そのページに即したヘルプが

起動します。 

⇒ P.3 
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詳細検索モードでは、複数のフィールドに条件を指定して検索できます。 
 

■■   検検索索ししよようう   ②② ～～詳詳細細検検索索モモーードド～～   

簡易検索

簡易検索モードに切り替えるとき

にクリックします。 

⇒ P.2 
キーワード

[タイトル／編著者名／件名／目次／

アブストラクト] を、部分一致で検索し

ます。 

条件の指定方法については、前ペー

ジの 検索窓 を参照してください。 

▼ボタンをクリックして、[すべてを

含む／いずれかを含む／いずれも含

まない] を選択できます。 

出版年 

出版年の範囲を指定します。 

左のフィールドにだけ出版年を入力する

と、『ｘｘｘｘ年以降』という指定になります。

たとえば『2001年に出版された』資料を

検索する場合には、左右両方のフィール

ドに『2001』と入力します。 

 

タイトルに 

「環境」かつ「地球」 

とつく、2001 年以降に

出版された図書資料

検索例 

「キーワード」フィールドなど

にある「いずれも含まない」は

他のフィールドと組み合わせて

使います。 

一覧表示方法 

▼ボタンをクリックして、一覧の表示

方法を指定することができます。 
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図書／雑誌／雑誌巻号 
指定した検索条件にあてはまる資料

の書名や誌名、編著者名などが表示

されます。 
青文字の書名や誌名をクリックする

と《検索結果詳細》ページ が表示さ

れ、書誌データや貸出状況などを確認

することができます。 
 

 

《検索条件入力》ページ で 検索 ボタンをクリックすると、《検索結果一覧》ページ が表示されます。 
 
 

■■   結結果果をを見見よようう  ～～検検索索結結果果一一覧覧～～   

結果件数

指定した検索条件にあてはま

る資料の件数が表示されます。

続きを見る

結果件数が設定した件数より

多いときにクリックできます。

「続きを見る」をクリックする

と、画面右側にある「表示順」

および「表示件数」の各フィー

ルドの指定に合わせて、次の件

数分を表示できます。 

簡易検索した場合、検索窓には、

一覧を検索したときの検索条件が

表示されます。 
続けて条件を指定して検索すると

「絞込検索」ができます。 
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《検索結果一覧》ページや《ブックマーク一覧》ページで誌名をクリックすると、《検索結果詳細：図書》ページが表示

されます。 
 
 

操作プロセス

青文字になっている「検索条件

入力」や「検索結果一覧」など

をクリックすると、そのページ

に戻ることができます。 

書誌データ

著者名や刊年など、資料に関する

データが表示されます。 

■■   結結果果をを見見よようう ～～検検索索結結果果詳詳細細：：図図書書～～     

所蔵データ

対象データベースを「本学所蔵」とし

た場合、図書館が所有している所蔵の

所在や貸出状況が表示されます。 
現在貸出中の所蔵の状況欄には「貸出

中 (返却予定日)」と表示されます。 
状況欄が空白の所蔵は、貸出中ではあ

りません。 
 

前へ／次へ

一覧のページで前後に表示され

ていた、別の資料の情報に切り替

えることができます。 

次のページへつづく

対象データベースを「 NACSIS

目録」とした場合、所蔵館リ

ストが表示されます。 
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《検索結果一覧》ページや《ブックマーク一覧》ページで誌名をクリックすると、《検索結果詳細：雑誌》ページが表示

されます。 
 
 

書誌データは、巻

号データの下に

表示されます。 

所蔵データ

所在ごとに、所蔵年や所蔵巻号が

表示されます。 
 

各号の情報

対象データベースを「本学所蔵」にし

た場合、雑誌１冊ごとの情報が表示さ

れます。 

現在貸出中の巻号の状況欄には「貸出

中（返却予定日）」が表示されます。 

状況欄が空白の巻号は、貸出中ではあ

りません。 

■■   結結果果をを見見よようう ～～検検索索結結果果詳詳細細：：雑雑誌誌～～   

前へ／次へ

一覧のページで前後に表示され

ていた、別の資料の情報に切り替

えることができます。 

バックナンバーを見る 
雑誌のバックナンバーの情報を参照し

ます。 
直前の雑誌の詳細情報に表示され
ていた巻号より古い巻号が新しい
ものから順に表示されます。 
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《検索結果一覧》ページで、目録情報を確認したい資料が複数あるときは、ブックマークを使うと便利です。 
 《手順》 ① ブックマークをつけたい資料のチェックボックスをクリックします。 
   ② 図書資料にチェックマークをつけてから 図書をブックマーク ボタンをクリックします。 
   ③「ブックマーク一覧」をクリックして、目録情報を確認します。 
 
 

チェックボックス

チェックマークをつけます。 

ブックマークをつけたい資料を

クリックして、チェックマークを

表示します。 

もう一度クリックすると、チェッ

クマークが消えます。 

図書をブックマーク ボタン 
チェックボックスにチェックマーク 

(    )をつけたあとにクリックします。 

※資料の種類ごとにボタンがあり

ます。たとえば、雑誌の場合は、

雑誌にチェックマークをつけて

から雑誌をブックマークボタン

をクリックします。 

■■   ブブッッククママーークク   ～～《《検検索索結結果果一一覧覧》》ペペーージジかかららブブッッククママーーククををつつけけよようう～～

次のページへつづく

ブックマーク一覧へのリンク

図書をブックマークボタンをク
リックすると「ブックマーク一
覧」へのリンクが表示されます。
ブックマークした資料は、「ブッ
クマーク一覧」に追加されます。
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《検索結果詳細》ページで、特定の巻号だけを確認したいときは、巻号へのブックマークを使うと便利です。 
 《手順》 ① ブックマークをつけたい巻号のチェックボックスをクリックします。 
   ② 巻号ブックマーク ボタンをクリックします。 
   ③「ブックマーク一覧」をクリックして、目録情報を確認します。 
 

チェックボックス 
チェックマークをつけます。 
ブックマークをつけたい資料を

クリックして、チェックマークを

表示します。 
もう一度クリックすると、チェッ

クマークが消えます。 

巻号ブックマーク ボタン 
チェックボックスにチェックマーク

(   )をつけたあとクリックします。 

 

■■   ブブッッククママーークク   ～～詳詳細細画画面面かかららブブッッククママーーククををつつけけよようう～～

次のページへつづく

■《検索結果一覧》ページでブック

マークすると… 

 → 目録情報を保存できます 

■《検索結果詳細》ページでブック

マークすると… 

  → 目録情報を保存できます 

→ 特定の巻号を選んで保存

できます 
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「ブックマーク一覧」をクリックすると、ブックマークをつけた資料の情報が表示されます。 

 

 

書名 

書名や誌名をクリックすると、

《ブックマーク詳細》ページ 

が表示され、書誌データや貸出

状況を確認することができます。 

 

表示内容を印刷したいときは、ブラ

ウザ（Internet Explorer や Firefox

など）のメニューから「印刷」を選

択して実行します。 

■■   ブブッッククママーークク   ～～《《ブブッッククママーークク一一覧覧》》ペペーージジでで確確認認ししよようう～～  

プルダウンメニュー 

資料にチェックマーク(   )をつ

けてからメニューを選択します。 

・ファイルに出力 

ブックマークした情報を、テキ

ストファイルとして出力する

ことができます。 

・マイフォルダ 
マイフォルダへ登録します。 

マイフォルダへ登録したブッ

クマークはログアウト後も保

存されます。 
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「終了」をクリックして、検索を終了します。検索した結果やブックマークは削除されます。 
 
 

■■   終終了了 ～～検検索索のの終終了了～～  
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貸出中の所蔵がある書誌には、予約をかけることができます。 

《手順》 ①《検索結果詳細》ページの〔所蔵〕の表の      ボタンをクリックします。 

② 利用者IDとパスワードを入力して ログイン ボタンをクリックします。 

    ★「マイライブラリ」をクリックしたときも《ログイン》ページが表示されます。⇒ P.13 
 
 

利用者 ID／パスワード 

フィールドをクリックして入力します。 

パスワードを入力したとき、画面にはすべて

｢*｣で表示されます。 
（利用者ID入力後、キーボードの Tab キーを

押してパスワードのフィールドに移動するこ

とができます。） 

■■   予予約約ををかかけけよようう ～～ロロググイインンすするる～～   

ログイン ボタン

利用者IDとパスワードを入力

してからクリックします。 

ログインすると、画面右上に

「ようこそ○○さん」と表示さ

れます。 

⇒ P.12 

次のページへつづく 

すでにシステムにログイン

している場合は、《ログイン》

ページは表示されません。 
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 《手順》 ① 資料を確認して 確認に進む ボタンをクリックします。 

     ★ 「受取場所」が指定できる場合は、指定してから 確認に進む ボタンをクリックします。 

   ② 《確認》ページで内容を確認し、この内容で予約 ボタンをクリックして予約します。 
     （入力内容の修正や中止をする場合は、修正・中止 ボタンを利用します。） 
   ③ 《完了》ページで予約番号を確認します。 
 
 

■■   予予約約ををかかけけよようう ～～入入力力、、確確認認、、完完了了～～

予約番号 
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《マイライブラリ》ページでは、図書館から利用者へのお知らせや利用者が依頼した情報の状況確認などができます。 

 《手順》 ①「マイライブラリ」をクリックします。 

   ② 利用者 ID とパスワードを入力し、ログイン ボタンをクリックして《マイライブラリ》ページを 

      表示します。 

       ※《マイライブラリ》へは図書館ホームページからログインすることもできます。 

 

 

■■   ママイイラライイブブララリリをを活活用用ししよようう   ～～ロロググイインンすするる～～   

利用者 ID／パスワード 

フィールドをクリックして入力します。 

パスワードを入力したとき、画面にはすべて

｢*｣で表示されます。 

（利用者ID入力後、キーボードの Tab キーを

押してパスワードのフィールドに移動するこ

とができます。） 

ログイン ボタン 

利用者IDとパスワードを入力し

てからクリックします。 

次のページへつづく 

すでにシステムにログイン

している場合は、《ログイン》

ページは表示されません。 
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《マイライブラリ》ページでは、図書館から利用者へのお知らせや利用者が依頼した情報の状況確認などができます。 

 

 

■■   ママイイラライイブブララリリをを活活用用ししよようう   ～～確確認認すするる～～   

お知らせ 

図書館からの連絡事項や、

延滞、資料の到着などの優

先度の高い情報が表示さ

れます。 

 

新着情報 

指定した条件にあてはま

る資料が新しく図書館に

入ったときに、その情報が

表示されます。 

 

入手待ちの資料 

資料の予約など、図書館に

依頼した事項の状況が表

示されます。 

 

借用中の資料 

借用している資料の件数

が表示されます。 

 

 

マイフォルダ 

作成したフォルダが表示されます。 

「マイフォルダ管理」より、フォルダの 

編集・削除が可能です。 

 

次のページへつづく 

操作メニュー 

「文献の複写」依頼、「借りた資料」の履歴が表示さ

れます。 
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「新着資料の条件」で指定した条件に当てはまる新着図書や新着雑誌がある場合には、《マイライブラリ》ページの、 
「新着情報」欄に表示されます。 
 

《手順》 ① 「新着資料の条件」をクリックします。 
  ② 「新しい条件」のフィールドに、新着情報を表示させたい図書や雑誌の 

    条件を入力します。 
 
 

■■   ママイイラライイブブララリリをを活活用用ししよようう ～～新新着着資資料料のの条条件件設設定定①①～～   
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指定した雑誌に新しい巻号が受入れられた場合には、《マイライブラリ》ページの「新着情報」欄に表示されます。 
 

《手順》 ① 新着情報を知りたい雑誌を検索します。 
  ② 《検索結果詳細》ページで新着を通知 ボタンをクリックします。 

■■   ママイイラライイブブララリリをを活活用用ししよようう ～～新新着着資資料料のの条条件件設設定定②②～～   

新着情報

指定した雑誌の新しい巻号が図書館に入った

ら、マイライブラリの新着情報欄にその情報が表

示されます。 
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「マイフォルダ」はブックマークした情報を保存するためのフォルダで、図書館の利用者として登録されている人だけが利

用できます。フォルダへの資料情報の登録は、「ブックマーク一覧」ページ、「ブックマーク詳細」ページから行います。登

録した資料にコメントを追加することができます。 

《手順》① 「ブックマーク一覧」で、登録する資料のチェックボックスにチェック後、「資料に対する操作の選択」の 
プルダウンメニューより、「マイフォルダへの登録」を選択して 実行 ボタンをクリックします。 

 ② 「フォルダ選択」画面でブックマークを登録するフォルダを選択後 登録 ボタンをクリックします。 
※フォルダを作成する場合は「新規作成」をクリックします。 

  
 
 

マイフォルダでの利用

ブックマークした資料はマイライブラリの

「マイフォルダ」欄から参照します。 

ここから登録した資料にコメントを追加する

ことも可能です。 

■■   ママイイラライイブブララリリをを活活用用ししよようう ～～ママイイフフォォルルダダ～～   

ログインしていない場合は、

「マイフォルダへの登録」を実

行後、《ログイン》ページが表

示されます。 
⇒ P.13 
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図書館に登録したメールアドレスを確認･変更したり、新着通知を受信するかどうかの設定を行うことができます。 
 
 
 

■■   ママイイラライイブブララリリをを活活用用ししよようう ～～送送信信メメーールルのの設設定定～～   

メールアドレス 1 
図書館の利用者情報に登録

してあるメールアドレスを確認

できます。 

新着通知

「新着資料の条件」で指定

した条件に当てはまる新着

資料が受入されたときに、

メールが送信されます。 

 

メールアドレス 2 
メールアドレスを入力して登録

ボタンをクリックすると、図書館

の利用者情報に２つ目のアドレ

スとして登録されます。 

登録したアドレスは、変更が可

能です。 
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ログイン後は、ログアウトするまでログイン状態が保持されます。利用を終えるときは、必ずログアウトしてください。 
 《手順》 ①「ログアウト」をクリックします。 
   ②「トップへ」をクリックします。 
 
 

■■ロロググアアウウトト   
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