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本の探索実習本の探索実習本の探索実習本の探索実習

附属図書館レファレンス・デスク

OPACOPACOPACOPACとはとはとはとは

� Online Public Access CatalogOnline Public Access CatalogOnline Public Access CatalogOnline Public Access Catalog
– インターネットで検索できる図書館の蔵書目録。

– 世界中どこからでも24時間アクセス可能！

� 学内でどのような資料を所蔵しているのかが分かる学内でどのような資料を所蔵しているのかが分かる学内でどのような資料を所蔵しているのかが分かる学内でどのような資料を所蔵しているのかが分かる

– 図書､雑誌､視聴覚資料(ビデオ･DVD･CD-ROM)､マイク

ロ資料、電子ジャーナルなど、形態を問わず検索で
きます。

� 探している資料が、学内のどこにあるのかが分かる探している資料が、学内のどこにあるのかが分かる探している資料が、学内のどこにあるのかが分かる探している資料が、学内のどこにあるのかが分かる

� アクセス方法アクセス方法アクセス方法アクセス方法

– 附属図書館ホームページから。

中央図書館中央図書館中央図書館中央図書館2222階階階階 メインエントランスメインエントランスメインエントランスメインエントランス

入館ゲート入館ゲート入館ゲート入館ゲート

OPACOPACOPACOPACコーナーコーナーコーナーコーナー
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検索の流れ検索の流れ検索の流れ検索の流れ

� 検索画面には「簡易検索」と「詳細検索」の検索画面には「簡易検索」と「詳細検索」の検索画面には「簡易検索」と「詳細検索」の検索画面には「簡易検索」と「詳細検索」の
２種類があります。２種類があります。２種類があります。２種類があります。

� まずは「簡易検索」の画面を使いこなせるよまずは「簡易検索」の画面を使いこなせるよまずは「簡易検索」の画面を使いこなせるよまずは「簡易検索」の画面を使いこなせるよ
うになりましょう。うになりましょう。うになりましょう。うになりましょう。

� タイトルや著者名がはっきりわかっている特タイトルや著者名がはっきりわかっている特タイトルや著者名がはっきりわかっている特タイトルや著者名がはっきりわかっている特
定の図書を探してみることで、検索の流れを定の図書を探してみることで、検索の流れを定の図書を探してみることで、検索の流れを定の図書を探してみることで、検索の流れを
ご紹介します。ご紹介します。ご紹介します。ご紹介します。

シャーロック・ホームズの世紀末 / 
富山太佳夫著: 青土社 , 1993.11
という本を探しましょう

2222件ヒット件ヒット件ヒット件ヒット

書名･著者名･出版年などを確かめて、該当すると思書名･著者名･出版年などを確かめて、該当すると思書名･著者名･出版年などを確かめて、該当すると思書名･著者名･出版年などを確かめて、該当すると思
われるものをクリックして詳細表示しましょうわれるものをクリックして詳細表示しましょうわれるものをクリックして詳細表示しましょうわれるものをクリックして詳細表示しましょう

いきなりいきなりいきなりいきなり詳細画面詳細画面詳細画面詳細画面がががが出出出出たたたた人人人人はははは、、、、
「「「「シャーロックシャーロックシャーロックシャーロック」」」」とととと「「「「ホームホームホームホーム

ズズズズ」」」」のののの間間間間のののの「「「「・・・・」」」」をいれなかっをいれなかっをいれなかっをいれなかっ
たはずたはずたはずたはず。。。。

この本についてのこの本についてのこの本についてのこの本についての
情報情報情報情報

この本を探すためのこの本を探すためのこの本を探すためのこの本を探すための
情報情報情報情報

詳細表示画面の見方詳細表示画面の見方詳細表示画面の見方詳細表示画面の見方1 1 1 1 書誌情報書誌情報書誌情報書誌情報

� タイトル、著者名、原書名（洋書の場タイトル、著者名、原書名（洋書の場タイトル、著者名、原書名（洋書の場タイトル、著者名、原書名（洋書の場

合）、出版社、出版年などが記載されて合）、出版社、出版年などが記載されて合）、出版社、出版年などが記載されて合）、出版社、出版年などが記載されて

います。本当に自分が探している本かどいます。本当に自分が探している本かどいます。本当に自分が探している本かどいます。本当に自分が探している本かど

うかよくチェックしましょう。うかよくチェックしましょう。うかよくチェックしましょう。うかよくチェックしましょう。

� 形態形態形態形態の項に大きさやページ数も出ているの項に大きさやページ数も出ているの項に大きさやページ数も出ているの項に大きさやページ数も出ている

ので、実際に書架で探す際の手掛かりにので、実際に書架で探す際の手掛かりにので、実際に書架で探す際の手掛かりにので、実際に書架で探す際の手掛かりに

頭のスミにおいておくと良いでしょう。頭のスミにおいておくと良いでしょう。頭のスミにおいておくと良いでしょう。頭のスミにおいておくと良いでしょう。

� 所蔵情報は、本棚に行って、実際に資料を入所蔵情報は、本棚に行って、実際に資料を入所蔵情報は、本棚に行って、実際に資料を入所蔵情報は、本棚に行って、実際に資料を入
手するための情報です。手するための情報です。手するための情報です。手するための情報です。

詳細表示画面の見方詳細表示画面の見方詳細表示画面の見方詳細表示画面の見方
2 2 2 2 所蔵情報所蔵情報所蔵情報所蔵情報

� 貸出状況貸出状況貸出状況貸出状況を確認してから、を確認してから、を確認してから、を確認してから、①所在①所在①所在①所在、、、、②請求記②請求記②請求記②請求記
号号号号�をメモしておきましょう。をメモしておきましょう。をメモしておきましょう。をメモしておきましょう。
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所蔵情報所蔵情報所蔵情報所蔵情報 ①貸出状況①貸出状況①貸出状況①貸出状況

� 貸出可貸出可貸出可貸出可

→→→→書架にあるので貸出可能です。書架にあるので貸出可能です。書架にあるので貸出可能です。書架にあるので貸出可能です。

� 貸出中貸出中貸出中貸出中 : : : : 返却期限返却期限返却期限返却期限 : 2012/6/15: 2012/6/15: 2012/6/15: 2012/6/15

今借りている人の返却期限が今借りている人の返却期限が今借りている人の返却期限が今借りている人の返却期限が2012/6/152012/6/152012/6/152012/6/15です。です。です。です。
それより早く返されることもあります。それより早く返されることもあります。それより早く返されることもあります。それより早く返されることもあります。

� 禁帯出禁帯出禁帯出禁帯出

→→→→書架にありますが、貸出できない資料書架にありますが、貸出できない資料書架にありますが、貸出できない資料書架にありますが、貸出できない資料
です。です。です。です。

� この資料が、学内のどこに、図書館ならば何この資料が、学内のどこに、図書館ならば何この資料が、学内のどこに、図書館ならば何この資料が、学内のどこに、図書館ならば何
階のどのコーナーにあるかという情報です。階のどのコーナーにあるかという情報です。階のどのコーナーにあるかという情報です。階のどのコーナーにあるかという情報です。

所蔵情報所蔵情報所蔵情報所蔵情報 ②所在②所在②所在②所在

� OPACOPACOPACOPAC上の表示は略称になっています。上の表示は略称になっています。上の表示は略称になっています。上の表示は略称になっています。

� 所在所在所在所在の名称をクリックすると、そのコーナーの名称をクリックすると、そのコーナーの名称をクリックすると、そのコーナーの名称をクリックすると、そのコーナー
の正式名称と配置図が表示されます。の正式名称と配置図が表示されます。の正式名称と配置図が表示されます。の正式名称と配置図が表示されます。

所蔵情報所蔵情報所蔵情報所蔵情報 ③請求記号③請求記号③請求記号③請求記号

← ← ← ← 分類記号分類記号分類記号分類記号

� 上段は、上段は、上段は、上段は、分類記号分類記号分類記号分類記号といって、そといって、そといって、そといって、そ
の資料の主題を表しています。の資料の主題を表しています。の資料の主題を表しています。の資料の主題を表しています。
例）例）例）例）930.28930.28930.28930.28は「英米文学の伝記、作家論」は「英米文学の伝記、作家論」は「英米文学の伝記、作家論」は「英米文学の伝記、作家論」

� 図書はコーナー別に、この分類図書はコーナー別に、この分類図書はコーナー別に、この分類図書はコーナー別に、この分類
記号の順番に並んでいます。記号の順番に並んでいます。記号の順番に並んでいます。記号の順番に並んでいます。

� 中段は、中段は、中段は、中段は、著者記号著者記号著者記号著者記号といって、同といって、同といって、同といって、同
じ分類記号の中はこの著者記号じ分類記号の中はこの著者記号じ分類記号の中はこの著者記号じ分類記号の中はこの著者記号
の順番に並んでいます。の順番に並んでいます。の順番に並んでいます。の順番に並んでいます。

← ← ← ← 著者記号著者記号著者記号著者記号

図書の並び順
�図書は請求記号順に
左から右、上から下
の順に並んでいます
。

�一番下までいったら、
左の列の一番上から
です。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。

資料区分に注意資料区分に注意資料区分に注意資料区分に注意

� 資料区分「全資料」資料区分「全資料」資料区分「全資料」資料区分「全資料」

� フリーワード「障害フリーワード「障害フリーワード「障害フリーワード「障害 教育」教育」教育」教育」

と入れてみます。と入れてみます。と入れてみます。と入れてみます。

資料区分に注意資料区分に注意資料区分に注意資料区分に注意

まずは図書がまずは図書がまずは図書がまずは図書が

表示されます表示されます表示されます表示されます
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資料区分に注意資料区分に注意資料区分に注意資料区分に注意

「雑誌」や「雑誌」や「雑誌」や「雑誌」や
「電子ジャーナル」を「電子ジャーナル」を「電子ジャーナル」を「電子ジャーナル」を
クリックすると、クリックすると、クリックすると、クリックすると、
表示内容が変わります表示内容が変わります表示内容が変わります表示内容が変わります

タイトルでの検索タイトルでの検索タイトルでの検索タイトルでの検索 1111

� 9999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。

� アメリカ経済史に関する資料を探してみましょう。アメリカ経済史に関する資料を探してみましょう。アメリカ経済史に関する資料を探してみましょう。アメリカ経済史に関する資料を探してみましょう。

� タイトル・ワード欄に「アメリカ経済史」と入力しタイトル・ワード欄に「アメリカ経済史」と入力しタイトル・ワード欄に「アメリカ経済史」と入力しタイトル・ワード欄に「アメリカ経済史」と入力し
て、検索ボタンをクリックします。て、検索ボタンをクリックします。て、検索ボタンをクリックします。て、検索ボタンをクリックします。

タイトルでの検索タイトルでの検索タイトルでの検索タイトルでの検索 2222

� 図書図書図書図書20202020件、雑誌件、雑誌件、雑誌件、雑誌1111件がヒット件がヒット件がヒット件がヒット ？？？？なぜヒット数がなぜヒット数がなぜヒット数がなぜヒット数が
変わったのでしょう変わったのでしょう変わったのでしょう変わったのでしょう

� 次に、タイトル・ワード欄に「アメリカ△経済史」次に、タイトル・ワード欄に「アメリカ△経済史」次に、タイトル・ワード欄に「アメリカ△経済史」次に、タイトル・ワード欄に「アメリカ△経済史」
と入力して、検索してみます。（注：△はスペースと入力して、検索してみます。（注：△はスペースと入力して、検索してみます。（注：△はスペースと入力して、検索してみます。（注：△はスペース
を表します。）を表します。）を表します。）を表します。）

タイトルでの検索タイトルでの検索タイトルでの検索タイトルでの検索 3333

� タイトル項目では、タイトル項目では、タイトル項目では、タイトル項目では、何も指何も指何も指何も指
定せずに単語を入力する定せずに単語を入力する定せずに単語を入力する定せずに単語を入力する
と、図書詳細情報画面のと、図書詳細情報画面のと、図書詳細情報画面のと、図書詳細情報画面の
中の中の中の中のどこかにその単語のどこかにその単語のどこかにその単語のどこかにその単語の
つらなりを含む資料だけつらなりを含む資料だけつらなりを含む資料だけつらなりを含む資料だけ
を検索します（を検索します（を検索します（を検索します（部分一致部分一致部分一致部分一致
検索検索検索検索））））

� しかし今回の場合、このしかし今回の場合、このしかし今回の場合、このしかし今回の場合、この
方法だと、例えば方法だと、例えば方法だと、例えば方法だと、例えば『『『『アメリアメリアメリアメリ
カの経済史カの経済史カの経済史カの経済史』』』』というタイトというタイトというタイトというタイト
ルの資料があったとしてルの資料があったとしてルの資料があったとしてルの資料があったとして
も、ヒットしませんも、ヒットしませんも、ヒットしませんも、ヒットしません

「アメリカ経済史」「アメリカ経済史」「アメリカ経済史」「アメリカ経済史」
という語群を含む本という語群を含む本という語群を含む本という語群を含む本

（（（（9999件）件）件）件）

横浜国立大学内に横浜国立大学内に横浜国立大学内に横浜国立大学内に
ある全ての本ある全ての本ある全ての本ある全ての本

部分一致検索部分一致検索部分一致検索部分一致検索

『『『『アメリカの経済史アメリカの経済史アメリカの経済史アメリカの経済史』』』』
というタイトルの本というタイトルの本というタイトルの本というタイトルの本
（検索もれ）（検索もれ）（検索もれ）（検索もれ）

タイトルでの検索タイトルでの検索タイトルでの検索タイトルでの検索 4444

� 今回のように、２つ以今回のように、２つ以今回のように、２つ以今回のように、２つ以
上の単語を含む資料上の単語を含む資料上の単語を含む資料上の単語を含む資料
を検索したい場合は、を検索したい場合は、を検索したい場合は、を検索したい場合は、
各々の単語をスペー各々の単語をスペー各々の単語をスペー各々の単語をスペー
スでつなぐと、それぞスでつなぐと、それぞスでつなぐと、それぞスでつなぐと、それぞ
れの単語がタイトルれの単語がタイトルれの単語がタイトルれの単語がタイトル
中の離れた場所に中の離れた場所に中の離れた場所に中の離れた場所に
あってもヒットします。あってもヒットします。あってもヒットします。あってもヒットします。
→and検索検索検索検索

andandandand検索検索検索検索

横浜国立大学内に横浜国立大学内に横浜国立大学内に横浜国立大学内に
ある全ての本ある全ての本ある全ての本ある全ての本

「アメリカ」とい「アメリカ」とい「アメリカ」とい「アメリカ」とい
う語を含む本う語を含む本う語を含む本う語を含む本

「経済史」とい「経済史」とい「経済史」とい「経済史」とい
う語を含む本う語を含む本う語を含む本う語を含む本

両方の語両方の語両方の語両方の語

を含む本を含む本を含む本を含む本

タイトルでの検索タイトルでの検索タイトルでの検索タイトルでの検索 5555

� ところで、「アメリカ」とところで、「アメリカ」とところで、「アメリカ」とところで、「アメリカ」と
いう言葉には「米国」いう言葉には「米国」いう言葉には「米国」いう言葉には「米国」
という言い方もありまという言い方もありまという言い方もありまという言い方もありま
すすすす

� 色々な言い方が考え色々な言い方が考え色々な言い方が考え色々な言い方が考え
られる言葉を一度にられる言葉を一度にられる言葉を一度にられる言葉を一度に
検索する場合には、検索する場合には、検索する場合には、検索する場合には、
単語と単語の間を「単語と単語の間を「単語と単語の間を「単語と単語の間を「|」」」」
でつなぎますでつなぎますでつなぎますでつなぎます

→or検索検索検索検索

orororor検索検索検索検索

横浜国立大学内に横浜国立大学内に横浜国立大学内に横浜国立大学内に
ある全ての本ある全ての本ある全ての本ある全ての本

「アメリカ」とい「アメリカ」とい「アメリカ」とい「アメリカ」とい
う語を含む本う語を含む本う語を含む本う語を含む本

｢｢｢｢米国」という米国」という米国」という米国」という
語を含む本語を含む本語を含む本語を含む本
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タイトルでの検索タイトルでの検索タイトルでの検索タイトルでの検索 6666

�すると、例えば、こんな検索式も考えられすると、例えば、こんな検索式も考えられすると、例えば、こんな検索式も考えられすると、例えば、こんな検索式も考えられ
るでしょうるでしょうるでしょうるでしょう

� 「アメリカ「アメリカ「アメリカ「アメリカ|米国△経済△歴史」米国△経済△歴史」米国△経済△歴史」米国△経済△歴史」

＝「＝「＝「＝「アメリカアメリカアメリカアメリカ」」」」またはまたはまたはまたは「「「「米国米国米国米国」という言葉をい」という言葉をい」という言葉をい」という言葉をい
ずれかずれかずれかずれか1つ以上含み、つ以上含み、つ以上含み、つ以上含み、かつかつかつかつ、「、「、「、「経済経済経済経済」という」という」という」という

言葉と「言葉と「言葉と「言葉と「歴史歴史歴史歴史」という言葉を」という言葉を」という言葉を」という言葉を両方とも両方とも両方とも両方とも含む資含む資含む資含む資
料料料料

どんな結果が出るかやってみてください！どんな結果が出るかやってみてください！どんな結果が出るかやってみてください！どんな結果が出るかやってみてください！

タイトルでの検索タイトルでの検索タイトルでの検索タイトルでの検索 7777

その他にもこんな検索条件指定ができますその他にもこんな検索条件指定ができますその他にもこんな検索条件指定ができますその他にもこんな検索条件指定ができます

� 前方一致検索前方一致検索前方一致検索前方一致検索
– 入力した語の最後に入力した語の最後に入力した語の最後に入力した語の最後に“＊”（アスタリスク）““＊”（アスタリスク）““＊”（アスタリスク）““＊”（アスタリスク）“をつけると、をつけると、をつけると、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「このことばで始まる語を含む資料を検索」という意味「このことばで始まる語を含む資料を検索」という意味「このことばで始まる語を含む資料を検索」という意味
になりますになりますになりますになります

� 完全一致検索完全一致検索完全一致検索完全一致検索
– 入力した語と完全に一致する言葉を含む資料を検索入力した語と完全に一致する言葉を含む資料を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
しますしますしますします

？？？？どんな時に使うのでしょうどんな時に使うのでしょうどんな時に使うのでしょうどんな時に使うのでしょう

タイトルでの検索タイトルでの検索タイトルでの検索タイトルでの検索 8888

� “plastic”に関する本を探してみましょうに関する本を探してみましょうに関する本を探してみましょうに関する本を探してみましょう

� ““““plastic”と入力して検索してみるとと入力して検索してみるとと入力して検索してみるとと入力して検索してみると…

– 「「「「91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」

� ““““plastic＊＊＊＊””””と入力して検索してみるとと入力して検索してみるとと入力して検索してみるとと入力して検索してみると…

– 「「「「232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」

� このように、語尾変化をする言葉で検索すこのように、語尾変化をする言葉で検索すこのように、語尾変化をする言葉で検索すこのように、語尾変化をする言葉で検索す
る場合、使ってみると便利です。る場合、使ってみると便利です。る場合、使ってみると便利です。る場合、使ってみると便利です。

� 科学雑誌科学雑誌科学雑誌科学雑誌““““Science”を探してみましょうを探してみましょうを探してみましょうを探してみましょう

� タイトル・ワードに「タイトル・ワードに「タイトル・ワードに「タイトル・ワードに「science」と入力して検索して」と入力して検索して」と入力して検索して」と入力して検索して
みるとみるとみるとみると
– 「「「「7,057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」

� フルタイトルに“フルタイトルに“フルタイトルに“フルタイトルに“science”と入力して検索してみと入力して検索してみと入力して検索してみと入力して検索してみ
るとるとるとると
– ｢｢｢｢9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｣｣｣｣

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

タイトルでの検索タイトルでの検索タイトルでの検索タイトルでの検索 9999

� 「すぐできる「すぐできる「すぐできる「すぐできる!教育ブログ活用入門」を検索教育ブログ活用入門」を検索教育ブログ活用入門」を検索教育ブログ活用入門」を検索
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

�書名を省略せずにタイトル・ワードに入力書名を省略せずにタイトル・ワードに入力書名を省略せずにタイトル・ワードに入力書名を省略せずにタイトル・ワードに入力
するとヒットしません。するとヒットしません。するとヒットしません。するとヒットしません。

� 「！」は「！」は「！」は「！」はNOT検索の演算子です。「！～」で検索の演算子です。「！～」で検索の演算子です。「！～」で検索の演算子です。「！～」で
「～を含むものを除く」という意味になりま「～を含むものを除く」という意味になりま「～を含むものを除く」という意味になりま「～を含むものを除く」という意味になりま
す。す。す。す。

� 「すぐできる「すぐできる「すぐできる「すぐできる 教育」などのように入力する教育」などのように入力する教育」などのように入力する教育」などのように入力する
とヒットします。とヒットします。とヒットします。とヒットします。

タイトルでの検索タイトルでの検索タイトルでの検索タイトルでの検索 10101010 タイトルでの検索タイトルでの検索タイトルでの検索タイトルでの検索 まとめまとめまとめまとめ

� OPACで検索する際には、検索条件の指で検索する際には、検索条件の指で検索する際には、検索条件の指で検索する際には、検索条件の指
定を使いこなしましょう定を使いこなしましょう定を使いこなしましょう定を使いこなしましょう

– and検索・検索・検索・検索・or検索・検索・検索・検索・not検索検索検索検索

–部分一致・前方一致・完全一致部分一致・前方一致・完全一致部分一致・前方一致・完全一致部分一致・前方一致・完全一致

�色々な検索語の組み合わせを考えましょう色々な検索語の組み合わせを考えましょう色々な検索語の組み合わせを考えましょう色々な検索語の組み合わせを考えましょう

–他の言い換えはないかどうか？他の言い換えはないかどうか？他の言い換えはないかどうか？他の言い換えはないかどうか？
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著者名での検索著者名での検索著者名での検索著者名での検索

� 1つの論文や図書を読んでみた結果、その資料つの論文や図書を読んでみた結果、その資料つの論文や図書を読んでみた結果、その資料つの論文や図書を読んでみた結果、その資料
を書いた同じ著者による別の資料がないかどうを書いた同じ著者による別の資料がないかどうを書いた同じ著者による別の資料がないかどうを書いた同じ著者による別の資料がないかどう
か探したくなることもあるでしょうか探したくなることもあるでしょうか探したくなることもあるでしょうか探したくなることもあるでしょう

� タイトルはよく覚えていないが、著者名はわかっタイトルはよく覚えていないが、著者名はわかっタイトルはよく覚えていないが、著者名はわかっタイトルはよく覚えていないが、著者名はわかっ
ている資料を探すこともあるかもしれませんている資料を探すこともあるかもしれませんている資料を探すこともあるかもしれませんている資料を探すこともあるかもしれません

� ここからは、著者名でここからは、著者名でここからは、著者名でここからは、著者名でOPACを検索する際のポを検索する際のポを検索する際のポを検索する際のポ
イントを説明していきますイントを説明していきますイントを説明していきますイントを説明していきます

著者名での検索著者名での検索著者名での検索著者名での検索 1111
� 村上春樹の書いた資料を検索してみましょう。村上春樹の書いた資料を検索してみましょう。村上春樹の書いた資料を検索してみましょう。村上春樹の書いた資料を検索してみましょう。

� 詳細検索で著者名の検索窓に「村上春樹」と入詳細検索で著者名の検索窓に「村上春樹」と入詳細検索で著者名の検索窓に「村上春樹」と入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。力して検索してみます。力して検索してみます。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。

著者名での検索著者名での検索著者名での検索著者名での検索 2222

� 次に、著者名の検索窓に「村上△春樹次に、著者名の検索窓に「村上△春樹次に、著者名の検索窓に「村上△春樹次に、著者名の検索窓に「村上△春樹｣｣｣｣と入力しと入力しと入力しと入力し
て検索してみましょう。て検索してみましょう。て検索してみましょう。て検索してみましょう。

� 63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。

�姓と名を続けていれてはいけません

�× 村上春樹

�○ 村上 春樹

検索のコツ

著者名での検索著者名での検索著者名での検索著者名での検索 3

�精神医学者のフロイトの本をさがして
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。

著者名著者名著者名著者名でのでのでのでの検索検索検索検索4444

検索のコツ
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ジークムント・フロイトの著
書のものならどれでもいいの
でクリックして詳細表示させ
ます。

著者名検索著者名検索著者名検索著者名検索（（（（外国人名外国人名外国人名外国人名のののの場合場合場合場合））））

著者名検索著者名検索著者名検索著者名検索（（（（外国人名外国人名外国人名外国人名のののの場合場合場合場合））））

CiNii BooksCiNii BooksCiNii BooksCiNii 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

Ci�ii Books1

� タイトルでタイトルでタイトルでタイトルで『『『『「ゆとり教育世代」の恐怖「ゆとり教育世代」の恐怖「ゆとり教育世代」の恐怖「ゆとり教育世代」の恐怖』』』』というというというという
本を検索してみます。本を検索してみます。本を検索してみます。本を検索してみます。
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Ci�ii Books 2

�1111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。

タイトルをクリックすると、タイトルをクリックすると、タイトルをクリックすると、タイトルをクリックすると、
どこの大学が所蔵しているどこの大学が所蔵しているどこの大学が所蔵しているどこの大学が所蔵している

かわかります。かわかります。かわかります。かわかります。

CiNii Books 3

�地域で絞り込んで、近くの大学図書館が所
蔵しているか確認することもできます

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

Webcat Plus

附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館HP → よく使うツール → Webcat Plus

� NACSIS Webcat NACSIS Webcat NACSIS Webcat NACSIS Webcat の進化版です。の進化版です。の進化版です。の進化版です。
Webcat PlusWebcat PlusWebcat PlusWebcat Plus

�CiNii Booksとの違い

�CiNii Books

–ほしい資料がどこに所蔵されているか探す

–コンセプトは、「所蔵している大学を探す」

�Webcat Plus

–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」

–本の目次からも探すことができる

Webcat Plus 一致検索一致検索一致検索一致検索
�本の目次、帯、カバー等に書かれている情報から検索できます。本の目次、帯、カバー等に書かれている情報から検索できます。本の目次、帯、カバー等に書かれている情報から検索できます。本の目次、帯、カバー等に書かれている情報から検索できます。

� アスペルガーという言葉が目次に入っている本を探し
てみましょう

Webcat PlusWebcat PlusWebcat PlusWebcat Plus
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タイトル中に「アスペルガー」というキー
ワードが無くてもヒットします。

Webcat Plus Webcat Plus Webcat Plus Webcat Plus 連想検索連想検索連想検索連想検索

�人間が、ひとつの言葉から無意識のうちに
いくつもの関連する単語を思い浮かべるよ
うに、検索キーワードから関連性の高い単
語を抽出し、それを含む図書をもれなく探
し出す検索方法です。

Webcat Plus 連想検索連想検索連想検索連想検索
� 連想検索で「おいしいたこ焼きをつくるにはかつ
お節が必要だ」と入力してみます。

関連するキーワード関連するキーワード関連するキーワード関連するキーワード
を元にどんどんを元にどんどんを元にどんどんを元にどんどん
検索できます。検索できます。検索できます。検索できます。

Webcat Plus 連想検索連想検索連想検索連想検索
�好きな文章で、どんな本が連想されてくる
か実際に試してみてください。

�DL OPAC (国立国会図書館）国立国会図書館）国立国会図書館）国立国会図書館）

�納本制度によって国立国会図書館には日本国納本制度によって国立国会図書館には日本国納本制度によって国立国会図書館には日本国納本制度によって国立国会図書館には日本国
内で出版された本がすべて集められることに内で出版された本がすべて集められることに内で出版された本がすべて集められることに内で出版された本がすべて集められることに
なっています。なっています。なっています。なっています。

�横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学OPACOPACOPACOPACややややCiNii BooksCiNii BooksCiNii BooksCiNii Booksで見つからで見つからで見つからで見つから
ない図書（特に和書）が、国立国会図書館のない図書（特に和書）が、国立国会図書館のない図書（特に和書）が、国立国会図書館のない図書（特に和書）が、国立国会図書館の
OPACOPACOPACOPACを検索してみるとヒットすることも多いを検索してみるとヒットすることも多いを検索してみるとヒットすることも多いを検索してみるとヒットすることも多い
です。です。です。です。

�また、自分の研究テーマに関する資料を網羅また、自分の研究テーマに関する資料を網羅また、自分の研究テーマに関する資料を網羅また、自分の研究テーマに関する資料を網羅
的に探すときにも便利です。的に探すときにも便利です。的に探すときにも便利です。的に探すときにも便利です。
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�DL OPAC (国立国会図書館）国立国会図書館）国立国会図書館）国立国会図書館）

図書館図書館図書館図書館HP → よく使うツール → NDL-OPAC

�DL-OPAC件名検索件名検索件名検索件名検索

� 件名とは、その本の主題を表します。
� キーワード検索がタイトルにその語を含まないと検索
できないのに対して、件名は同じ意味をもつ言葉を1つ
の言葉で検索するので検索漏れがおきません。

� 件名がわからなくても件名検索を使うと検索できます。

�DL-OPAC件名検索件名検索件名検索件名検索

�盲人教育に関する本を探してみましょう

�盲人教育について、視覚障害者教育という
件名がついていることがわかります。

NDL-OPAC件名検索
�件名を使って検索を行うと、タイトルにその
言葉が入っていなくても関連図書を検索で
きます。

KL-�ET

�小説や実用書などは、横浜国大にはほとん
どありませんが、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。

KL-�ETでの検索での検索での検索での検索1

県内の公共図書館の県内の公共図書館の県内の公共図書館の県内の公共図書館の

所蔵を横断検索できます。所蔵を横断検索できます。所蔵を横断検索できます。所蔵を横断検索できます。



11

KL-�ETでの検索での検索での検索での検索2

貸出可のもので、貸出中貸出可のもので、貸出中貸出可のもので、貸出中貸出可のもので、貸出中
でなければ取り寄せるこでなければ取り寄せるこでなければ取り寄せるこでなければ取り寄せるこ
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