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本本本本のののの探探探探しししし方方方方 MENUMENUMENUMENU

1.本の並び方と背ラベルの意味

2.OPAC

①タイトルで検索するコツ

②著者名から検索のコツ

3. CiNii Books

4. KL-NET

5. Webcat Plus

6. NDL-OPAC

背ラベルの番号順
左→右
上→下

の順に並んでいます。

一番下・右端の列までいっ
たら、その書架の裏、もしく

は背中側に続きがあります。

<本の並び方> 背ラベルの意味

多くの図書館では、全国共通の番号をつけて
います。 ↓

日本十進分類法日本十進分類法日本十進分類法日本十進分類法(NDC)(NDC)(NDC)(NDC)

335

HA

中央図

分類記号分類記号分類記号分類記号

著者記号著者記号著者記号著者記号

本本本本のののの主題主題主題主題
を表しています

所在所在所在所在

背ラベル 分類番号

日本十進分類法日本十進分類法日本十進分類法日本十進分類法

００００ 総記総記総記総記

１１１１ 哲学哲学哲学哲学

２２２２ 歴史歴史歴史歴史

３３３３ 社会科学社会科学社会科学社会科学

４４４４ 自然科学自然科学自然科学自然科学

５５５５ 工学工学工学工学

６６６６ 産業産業産業産業

７７７７ 芸術芸術芸術芸術

８８８８ 言語言語言語言語

９９９９ 文学文学文学文学

００００ 総記総記総記総記

１１１１ 政治政治政治政治

２２２２ 法律法律法律法律

３３３３ 経済経済経済経済

４４４４ 財政財政財政財政

５５５５ 統計統計統計統計

６６６６ 社会社会社会社会

７７７７ 教育教育教育教育

８８８８ 民俗習慣民俗習慣民俗習慣民俗習慣

９９９９ 国防軍事国防軍事国防軍事国防軍事

００００ 総記総記総記総記

１１１１ 経済学経済学経済学経済学.経済思想経済思想経済思想経済思想

２２２２ 経済史経済史経済史経済史・・・・事情事情事情事情. 経済体制経済体制経済体制経済体制

３３３３ 経済政策経済政策経済政策経済政策. . . . 国際経済国際経済国際経済国際経済

４４４４ 人口人口人口人口. . . . 土地土地土地土地. . . . 資源資源資源資源

５５５５ 企業企業企業企業. . . . 経営経営経営経営

６６６６ 経営管理経営管理経営管理経営管理

７７７７ 貨幣貨幣貨幣貨幣. . . . 通貨通貨通貨通貨

８８８８ 金融金融金融金融. . . . 銀行銀行銀行銀行. . . . 信託信託信託信託

９９９９ 保険保険保険保険
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本の探し方２ OPACで探す

OPACとは…

�Online Public Access Catalog

�横浜国立大学の蔵書目録です。

�学内のどこに、何があるのかを探せます。

�図書、雑誌、電子ジャーナル、視聴覚資

料など媒体を問わず探す事が出来ます。



2013/4/25

2

OPACで探す

タイトルで検索する

「「「「大学生大学生大学生大学生のためのキャリアガイドブックのためのキャリアガイドブックのためのキャリアガイドブックのためのキャリアガイドブック」」」」 とととと
いういういういう本本本本をさがしてみましょうをさがしてみましょうをさがしてみましょうをさがしてみましょう

フリーワードフィールドに

大学生 キャリアと入力してみましょう

OPACで探す

タイトルで検索する

OPACで探す

単語と単語を区切りましょう
○ 大学生 キャリア

× 大学生のためのキャリア

タイトルを全部入れる必要はありません

意味が通じる最小限まで単語を区切る

検索のコツ1

検索結果一覧

書名書名書名書名････著者名著者名著者名著者名････出版年出版年出版年出版年などをなどをなどをなどを確確確確かめてかめてかめてかめて、、、、該当該当該当該当するとするとするとすると思思思思
われるものをクリックしてわれるものをクリックしてわれるものをクリックしてわれるものをクリックして詳細表示詳細表示詳細表示詳細表示しましょうしましょうしましょうしましょう

検索結果詳細画面

書誌情報書誌情報書誌情報書誌情報（（（（図書詳細情報図書詳細情報図書詳細情報図書詳細情報））））はははは
このこのこのこの本本本本にににに関関関関するするするする情報情報情報情報ですですですです。。。。

所蔵情報所蔵情報所蔵情報所蔵情報はははは、、、、このこのこのこの本本本本をををを探探探探すすすす
ときにときにときにときに必要必要必要必要なななな情報情報情報情報ですですですです。。。。

所蔵情報所蔵情報所蔵情報所蔵情報のののの見方見方見方見方
所蔵情報所蔵情報所蔵情報所蔵情報はははは、、、、本棚本棚本棚本棚にににに行行行行ってってってって、、、、実際実際実際実際にににに資料資料資料資料をををを入手入手入手入手するためのするためのするためのするための情報情報情報情報ですですですです。。。。

�貸出可

書架にあるので貸出可能です。

�貸出中 : 返却期限 : 2013/4/16

今借りている人の返却期限が2012/7/15です。

� 禁帯出
書架にありますが、貸出できない資料です。
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予約予約予約予約 予約予約予約予約

学生証の裏の
カード番号10桁

カード番号の
下8桁

予約予約予約予約

「「「「予約予約予約予約をををを行行行行なうなうなうなう」」」」をクリックしたらをクリックしたらをクリックしたらをクリックしたら予約完了予約完了予約完了予約完了！！！！

キーワードで探す

その他にもこんな検索条件指定ができます

�前方一致検索
� 入力した語の最後に“＊”（アスタリスク）を

つけると、「このことばで始まる語を含む資料
を検索」という意味になります

�完全一致検索
� 入力した語と完全に一致する言葉を含む資料を

検索します

？どんな時に使うのでしょう

前方一致検索

�“plastic”と入力して検索してみると…

� 「 件ヒット」

�“plastic＊”と入力して検索してみると…

� 「 件ヒット」

“plastic”に関する本を探してみましょう

このように、語尾変化をする言葉で検索する場合、
＊を使ってみると便利です

完全一致検索

�タイトル・ワードに「science」と入力して検
索してみると「？件ヒットしますか」

�フルタイトルに“science”と入力して検索し
てみると ｢？件ヒットしますか｣

科学雑誌“Science”を探してみましょう

このように、一般的過ぎる言葉がタイトルになって
いる場合、フルタイトル欄を使ってみると便利です



2013/4/25

4

著者名で探す
� 詳細検索で著者名の検索窓に「村上春樹」と入力

して検索してみます。

� 6件ヒットしました。件ヒットしました。件ヒットしました。件ヒットしました。

著者名で探す

� 次次次次にににに、、、、著者名著者名著者名著者名のののの検索窓検索窓検索窓検索窓にににに「「「「村上村上村上村上△△△△春樹春樹春樹春樹｣｣｣｣とととと入力入力入力入力しししし
てててて検索検索検索検索してみましょうしてみましょうしてみましょうしてみましょう。。。。

� 69件ヒットしました。

著者名で探す

姓姓姓姓とととと名名名名はははは、、、、区切区切区切区切りましょうりましょうりましょうりましょう

× 村上春樹

○ 村上 春樹

検索検索検索検索ののののコツコツコツコツ2222

著者名で探す

� シェークスピアの著作をさがしてみましょう

� 外国人の書いた本を検索する際は、たとえ日本語で
書かれた本を検索する場合でも、著者名の原綴りで
検索したほうがたくさんヒットします。

� 原綴りがわからない場合はいったんカタカナで検索
をしてみます。

検索検索検索検索ののののコツコツコツコツ3333

著者名で探す（外国人名） 著者名で探す（外国人名）

� 3件ヒットしました。

どれでもいいのでクリックして詳細
表示させます。
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著者名で探す（外国人名）

Shakespeare, William という
正しい表記方法がわかります。

著者名で探す（外国人名）

シェークスピアのさまざまな表記
方法がわかります。

著者名で探す（外国人名）

横浜国大で所蔵するShakespeare
の全ての所蔵が表示されます

3. CINII BOOKS

�全国の大学図書館等が参加している総
合目録

�どこの大学で何を持っているかわかり
ます

�ただし、早稲田と慶応の図書は探せま
せん

ＣINII BOOKS

横国大に所蔵されていない場合でも、
ＣINII BOOKSにリンクしています

タイトルでタイトルでタイトルでタイトルで「「「「地図地図地図地図のののの想像力想像力想像力想像力」」」」というというというという本本本本をををを検索検索検索検索してみますしてみますしてみますしてみます。。。。
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CINII BOOKS
CINII BOOKS

他大学の図書館が所蔵しているか、確認することができます。

のマークが付いているところは、
それをクリックすると、その大学の所
蔵詳細画面にリンクします。

4. 4. 4. 4. KLKLKLKL----NETNETNETNET（（（（無料取寄無料取寄無料取寄無料取寄せせせせ））））

� 神奈川県内神奈川県内神奈川県内神奈川県内のののの公共図書館公共図書館公共図書館公共図書館で所蔵している本を

横断検索できます

� 無料で取り寄せ可能

� 取り寄せまでの期間

数日～３週間位、所蔵館によって日数が変わります

4. 4. 4. 4. KLKLKLKL----NETNETNETNET（（（（無料取寄無料取寄無料取寄無料取寄せせせせ））））4. 4. 4. 4. KLKLKLKL----NETNETNETNET（（（（無料取寄無料取寄無料取寄無料取寄せせせせ））））

KL-NET
� 小説や実用書などは、横浜国大には少ないですが、

そのような図書が県内の公共図書館にあるときは、
無料で取り寄せられます。

4.4.4.4. KLKLKLKL----NETNETNETNET（（（（無料取寄無料取寄無料取寄無料取寄せせせせ）））） KL-NＥT4. 4. 4. 4. KLKLKLKL----NETNETNETNET（（（（無料取寄無料取寄無料取寄無料取寄せせせせ））））
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4.4.4.4. KLKLKLKL----NETNETNETNET（（（（無料取寄無料取寄無料取寄無料取寄せせせせ）））） 5.5.5.5. WWWWEBCATEBCATEBCATEBCAT PPPPLUSLUSLUSLUS

� どんな本が世の中に存在しているか探す

� コンセプトは「まだ知らない本と出合う」

� 本の目次にある言葉からも探すことができる

� ある言葉から連想する言葉に関連する図書を探
せる

5.5.5.5. WWWWEBCATEBCATEBCATEBCAT PPPPLUSLUSLUSLUS

連想検索連想検索連想検索連想検索

例文－ 春は新しい出会いがたくさん訪れます。

6.6.6.6. NDLNDLNDLNDL----OPACOPACOPACOPAC

�国立国会図書館の蔵書目録です

�日本では納本制度があるため、基本的には

日本国内で出版されたものはすべて国会図

書館に収められることになっています。

6.6.6.6. NDLNDLNDLNDL----OPACOPACOPACOPAC

終終終終わりわりわりわり
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