
2012/5/17

1

雑誌論文の探索実習：国内編雑誌論文の探索実習：国内編雑誌論文の探索実習：国内編雑誌論文の探索実習：国内編

横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学

中央図書館レファレンス・デスク中央図書館レファレンス・デスク中央図書館レファレンス・デスク中央図書館レファレンス・デスク

第第第第1章章章章 論文検索の目的論文検索の目的論文検索の目的論文検索の目的

1111----1 1 1 1 どんな論文が存在するか？どんな論文が存在するか？どんな論文が存在するか？どんな論文が存在するか？

1111----2 2 2 2 どんな内容か？どんな内容か？どんな内容か？どんな内容か？

1111----3 3 3 3 どこに収録されているか？どこに収録されているか？どこに収録されているか？どこに収録されているか？

1-1 どんな論文が存在するか？どんな論文が存在するか？どんな論文が存在するか？どんな論文が存在するか？

◎◎◎◎ブラウジングブラウジングブラウジングブラウジング
→→→→書架を片っ端から眺めていく。書架を片っ端から眺めていく。書架を片っ端から眺めていく。書架を片っ端から眺めていく。

◎◎◎◎キーワード検索キーワード検索キーワード検索キーワード検索
→→→→著者名、キーワードなどから検索する。著者名、キーワードなどから検索する。著者名、キーワードなどから検索する。著者名、キーワードなどから検索する。

◎◎◎◎いもづる式いもづる式いもづる式いもづる式
→→→→引用文献・参考文献からたどる。引用文献・参考文献からたどる。引用文献・参考文献からたどる。引用文献・参考文献からたどる。

→ → → → ブラウジングブラウジングブラウジングブラウジングを効率よく行うにはを効率よく行うにはを効率よく行うにはを効率よく行うには

◎図書ならば、◎図書ならば、◎図書ならば、◎図書ならば、
主題をしぼって主題をしぼって主題をしぼって主題をしぼって
書架を眺めていく。書架を眺めていく。書架を眺めていく。書架を眺めていく。

◎雑誌ならば、◎雑誌ならば、◎雑誌ならば、◎雑誌ならば、
主題からタイトルをしぼって主題からタイトルをしぼって主題からタイトルをしぼって主題からタイトルをしぼって
目次を眺めていく。目次を眺めていく。目次を眺めていく。目次を眺めていく。

■■■■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

378378378378

TATATATA

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 技術技術技術技術

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

30303030 社会科学社会科学社会科学社会科学

31 31 31 31 政治政治政治政治

32 32 32 32 法律法律法律法律

33 33 33 33 経済経済経済経済

34 34 34 34 財政財政財政財政

35 35 35 35 統計統計統計統計

36 36 36 36 社会社会社会社会

37 37 37 37 教育教育教育教育

38 38 38 38 風俗習慣風俗習慣風俗習慣風俗習慣

39 39 39 39 国防国防国防国防....軍事軍事軍事軍事

370 370 370 370 教育教育教育教育

371 371 371 371 教育学教育学教育学教育学. . . . 教育思想教育思想教育思想教育思想

372 372 372 372 教育史・事情教育史・事情教育史・事情教育史・事情

373 373 373 373 教育政策教育政策教育政策教育政策. . . . 教育制度教育制度教育制度教育制度

374 374 374 374 学校経営・管理学校経営・管理学校経営・管理学校経営・管理. . . . 学校保健学校保健学校保健学校保健

375 375 375 375 教育課程教育課程教育課程教育課程. . . . 学習指導学習指導学習指導学習指導

376 376 376 376 幼児・初等・中等教育幼児・初等・中等教育幼児・初等・中等教育幼児・初等・中等教育

377 377 377 377 大学．高等・専門教育大学．高等・専門教育大学．高等・専門教育大学．高等・専門教育

378 378 378 378 障害児教育障害児教育障害児教育障害児教育

379 379 379 379 社会教育社会教育社会教育社会教育

障害児教育の本障害児教育の本障害児教育の本障害児教育の本

→→ →→ →→ →→ 図書ならば主題をしぼる図書ならば主題をしぼる図書ならば主題をしぼる図書ならば主題をしぼる ①①①① →→ →→ →→ →→ 図書ならば主題をしぼる図書ならば主題をしぼる図書ならば主題をしぼる図書ならば主題をしぼる ②②②②

相関索引を使うと索引語から分類記号を調べられる
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→→ →→ →→ →→ 雑誌ならば主題からタイトルをしぼる雑誌ならば主題からタイトルをしぼる雑誌ならば主題からタイトルをしぼる雑誌ならば主題からタイトルをしぼる

2012012012011111年版年版年版年版 中央図中央図中央図中央図2222FFFF----参考図書参考図書参考図書参考図書

027.5||027.5||027.5||027.5||ZAZAZAZA

1-2 どんな内容か？どんな内容か？どんな内容か？どんな内容か？

◎◎◎◎抄録誌抄録誌抄録誌抄録誌(Abstract)を使って調べる。を使って調べる。を使って調べる。を使って調べる。

◎◎◎◎レビュー誌レビュー誌レビュー誌レビュー誌(Review)を使って調べる。を使って調べる。を使って調べる。を使って調べる。

1-3 どこに収録されているか？どこに収録されているか？どこに収録されているか？どこに収録されているか？

◎◎◎◎書誌情報書誌情報書誌情報書誌情報を特定する。を特定する。を特定する。を特定する。

論文のタイトル、著者名論文のタイトル、著者名論文のタイトル、著者名論文のタイトル、著者名
収録されている雑誌の収録されている雑誌の収録されている雑誌の収録されている雑誌のタイトルタイトルタイトルタイトル、、、、巻号年次巻号年次巻号年次巻号年次、、、、ページ範囲ページ範囲ページ範囲ページ範囲

(例例例例) Norman, Peter. “Legislative Bargaining and Coalition
Formation”,  Journal of Economic Theory, 102(2),
322-353, 2002.

※※※※ＯＰＡＣでは「ある雑誌の中にどんな論文が存在するＯＰＡＣでは「ある雑誌の中にどんな論文が存在するＯＰＡＣでは「ある雑誌の中にどんな論文が存在するＯＰＡＣでは「ある雑誌の中にどんな論文が存在する
か」まではわからないので、か」まではわからないので、か」まではわからないので、か」まではわからないので、論文専用の検索ツール論文専用の検索ツール論文専用の検索ツール論文専用の検索ツールをををを
使って探す必要がある。使って探す必要がある。使って探す必要がある。使って探す必要がある。

第第第第2章章章章 論文検索ツール論文検索ツール論文検索ツール論文検索ツール

2222----1 1 1 1 論文の存在形態論文の存在形態論文の存在形態論文の存在形態

2222----2 2 2 2 論文検索ツールの種類論文検索ツールの種類論文検索ツールの種類論文検索ツールの種類

2222----3 3 3 3 論文検索ツールの形態論文検索ツールの形態論文検索ツールの形態論文検索ツールの形態

2-1 論文の存在形態論文の存在形態論文の存在形態論文の存在形態

◎図書◎図書◎図書◎図書((((単行本、論文集単行本、論文集単行本、論文集単行本、論文集))))

◎雑誌論文◎雑誌論文◎雑誌論文◎雑誌論文

◎学位論文◎学位論文◎学位論文◎学位論文

◎会議録◎会議録◎会議録◎会議録

◎テクニカルレポート◎テクニカルレポート◎テクニカルレポート◎テクニカルレポート

◎プレプリント◎プレプリント◎プレプリント◎プレプリント

※※※※図書（単行本）に掲載されている論文を除いて、図書（単行本）に掲載されている論文を除いて、図書（単行本）に掲載されている論文を除いて、図書（単行本）に掲載されている論文を除いて、
ＯＰＡＣでは論文名からの検索はできません。ＯＰＡＣでは論文名からの検索はできません。ＯＰＡＣでは論文名からの検索はできません。ＯＰＡＣでは論文名からの検索はできません。
分野（人文科学、社会科学、自然科学）や分野（人文科学、社会科学、自然科学）や分野（人文科学、社会科学、自然科学）や分野（人文科学、社会科学、自然科学）や
言語（日本語、外国語）に合わせて、目的に言語（日本語、外国語）に合わせて、目的に言語（日本語、外国語）に合わせて、目的に言語（日本語、外国語）に合わせて、目的に
合った論文検索ツールを使いましょう。合った論文検索ツールを使いましょう。合った論文検索ツールを使いましょう。合った論文検索ツールを使いましょう。

2-2 論文検索ツールの種類論文検索ツールの種類論文検索ツールの種類論文検索ツールの種類

◎文献目録◎文献目録◎文献目録◎文献目録(Bibliography)

◎目次誌◎目次誌◎目次誌◎目次誌(Table of Contents)

◎索引誌◎索引誌◎索引誌◎索引誌(Index)

◎引用文献索引◎引用文献索引◎引用文献索引◎引用文献索引(Citation Index)

◎抄録誌◎抄録誌◎抄録誌◎抄録誌(Abstract)

◎レビュー誌◎レビュー誌◎レビュー誌◎レビュー誌(Review)

→→→→ 二次資料二次資料二次資料二次資料
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2-3 論文検索ツールの形態論文検索ツールの形態論文検索ツールの形態論文検索ツールの形態

◎書籍◎書籍◎書籍◎書籍(参考図書参考図書参考図書参考図書)
→→→→中央図書館２階参考図書コーナー中央図書館２階参考図書コーナー中央図書館２階参考図書コーナー中央図書館２階参考図書コーナー

で利用できる。で利用できる。で利用できる。で利用できる。
＊請求記号順（主題別）に配架。＊請求記号順（主題別）に配架。＊請求記号順（主題別）に配架。＊請求記号順（主題別）に配架。
＊館外持出は不可。＊館外持出は不可。＊館外持出は不可。＊館外持出は不可。

◎◎◎◎CD-ROMデータベースデータベースデータベースデータベース

◎オンラインデータベース◎オンラインデータベース◎オンラインデータベース◎オンラインデータベース

第第第第3章章章章オンラインデータベースオンラインデータベースオンラインデータベースオンラインデータベース

3333----1 1 1 1 オンラインデータベースとは？オンラインデータベースとは？オンラインデータベースとは？オンラインデータベースとは？

3333----2 2 2 2 オンラインデータベースの特徴オンラインデータベースの特徴オンラインデータベースの特徴オンラインデータベースの特徴

3333----3 3 3 3 利用のための入り口利用のための入り口利用のための入り口利用のための入り口

◎論文の◎論文の◎論文の◎論文の書誌情報書誌情報書誌情報書誌情報やややや抄録抄録抄録抄録をオンラインでをオンラインでをオンラインでをオンラインで
探せるようにしたもの。探せるようにしたもの。探せるようにしたもの。探せるようにしたもの。
→ → → → 論文検索ツール論文検索ツール論文検索ツール論文検索ツール
→ → → → 二次資料二次資料二次資料二次資料

【電子ジャーナルとは？】【電子ジャーナルとは？】【電子ジャーナルとは？】【電子ジャーナルとは？】
◎雑誌論文をオンラインで◎雑誌論文をオンラインで◎雑誌論文をオンラインで◎雑誌論文をオンラインで

読めるようにしたもの。読めるようにしたもの。読めるようにしたもの。読めるようにしたもの。
→ → → → 論文検索により入手できる対象物論文検索により入手できる対象物論文検索により入手できる対象物論文検索により入手できる対象物
→ → → → 一次資料一次資料一次資料一次資料

3-1 オンラインデータベースとは？オンラインデータベースとは？オンラインデータベースとは？オンラインデータベースとは？ 3-2 オンラインデータベースの特徴オンラインデータベースの特徴オンラインデータベースの特徴オンラインデータベースの特徴

◎速報性◎速報性◎速報性◎速報性

◎多彩な検索機能◎多彩な検索機能◎多彩な検索機能◎多彩な検索機能

◎検索結果の絞りこみ、並べ替え機能◎検索結果の絞りこみ、並べ替え機能◎検索結果の絞りこみ、並べ替え機能◎検索結果の絞りこみ、並べ替え機能

◎他のデータベースへの連携機能◎他のデータベースへの連携機能◎他のデータベースへの連携機能◎他のデータベースへの連携機能

◎検索式保存、アラート等のパーソナルサービス◎検索式保存、アラート等のパーソナルサービス◎検索式保存、アラート等のパーソナルサービス◎検索式保存、アラート等のパーソナルサービス

【注意すべき点】【注意すべき点】【注意すべき点】【注意すべき点】

◎コンテンツの収録範囲◎コンテンツの収録範囲◎コンテンツの収録範囲◎コンテンツの収録範囲

◎アクセス権限◎アクセス権限◎アクセス権限◎アクセス権限

3-3 利用のための入口利用のための入口利用のための入口利用のための入口

http://www.lib.ynu.ac.jp

第第第第4章章章章 論文情報の探索論文情報の探索論文情報の探索論文情報の探索

4-1 CiNii Articles （サイニィ）

4-2 NDL-OPAC

（National Diet Library 

国立国会図書館）
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CCCCIIIINNNNIIIIIIII (GENII)
附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館 →→→→よく使うツールよく使うツールよく使うツールよく使うツール→→→→ CiNii

CINIIとは？とは？とは？とは？

�国立情報学研究所が提供

�雑誌記事索引を含む複数のデータベースを同時に
検索できる。
1. 国立国会図書館雑誌記事索引データベース（NDL)

2. 引用文献索引データベース（CJP)

3. 学協会刊行物（NII-ELS) [全文情報]

4. 研究紀要目次速報データベース（研究紀要ポータル）（NII-ELS）

5. 機関リポジトリ

6. J-STAGE  Journal@rchive

�本文が登録されていたり、本文のある外部データ

ベースへのリンクがついてる論文もある。

� Webcat PlusやOPACへのリンクがある。

実際に検索してみましょう（簡易検索）実際に検索してみましょう（簡易検索）実際に検索してみましょう（簡易検索）実際に検索してみましょう（簡易検索）1

「東海地震予知」「東海地震予知」「東海地震予知」「東海地震予知」
と入力してみますと入力してみますと入力してみますと入力してみます

検索ボタンを検索ボタンを検索ボタンを検索ボタンを
クリックしますクリックしますクリックしますクリックします

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。

簡易検索２
� 今度は「東海△地震△予知」と入力してみます。
（△はスペースを表す）

「東海 地震 予知」
と入力してみます

検索ボタンを
クリックします

157件ヒットしました。

実際に検索してみましょう（簡易検索）実際に検索してみましょう（簡易検索）実際に検索してみましょう（簡易検索）実際に検索してみましょう（簡易検索）3

�スペースはand検索の意味になります。

�漏れなく検索するためには、単語と単語を区切り
ましょう。

�フリーワード検索では、入力した文字列が論文名、
著者名、抄録 等のどこかに合致する論文を探し
出します。ただし参考文献は検索対象ではありま
せん。

検索結果一覧の見方

論文名

著者名

CiNii PDFと機関リポジトリは、
全文情報が見られます。

雑誌名、巻号、
ページ、年次

抄録抄録抄録抄録
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詳細画面の見方
論文名

著者名

雑誌名、巻号、
ページ、年次

OPACやWebcat
へのリンク

全文情報の
みられるもの

抄録

参考文献

検索結果の並べ替え

� 出版年の古い順に並べ替えてみましょう。

ここで選択！

実際に検索してみましょう（簡易検索）実際に検索してみましょう（簡易検索）実際に検索してみましょう（簡易検索）実際に検索してみましょう（簡易検索）5

� さらに「被害」という言葉を含むものに絞込みます

8件ヒットしました。

実際に検索してみましょう（詳細検索）実際に検索してみましょう（詳細検索）実際に検索してみましょう（詳細検索）実際に検索してみましょう（詳細検索）1

� フリーワードに「東海△地震△予知」 を含む論
文を、2010年以降に出版されたものに絞り込ん
でみましょう。

出版年を入力

CINIIでの論理演算検索 1

AND検索
東海△地震

東海△＆△地震

OR検索
東海△OR△地震

東海△|△地震

NOT検索
東海△NOT△地震

東海△-地震

※ △はスペースを表します

CINIIでの論理演算検索 ２
東海△＆△地震

東海△地震

東海 地震
東海

地震
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CINIIでの論理演算検索 ３
東海△OR△地震

東海△|△地震

東海

地震

地震東海

CINIIでの論理演算検索 ４
東海△NOT△地震

東海△-地震

地震
東海

地震

東海

CINIIでの論理演算検索 ５
�論文名に「京都」を含むが「東京都」を含まない

� 京都 NOT 東京都

�論文名に「障害児教育」または「特殊教育」また

は「特別支援教育」を含む

� 障害児教育 OR 特殊教育 OR 特別支援教育

� さらに出版年を2008～2010に絞ってみる

�論文名に「障害児」または「特殊」または「特別

支援」を含み、かつ「教育」を含む

� （障害児 OR 特殊 OR 特別支援） 教育

目次から探す目次から探す目次から探す目次から探す1

� 雑誌の目次から論文をたどるには 「CiNii本文
収録刊行物ディレクトリ」を使います。

目次から探す2

� 「史学雑誌」111巻5号 2001年の歴史学界回顧と展望
の「東南アジア」を見てみましょう

目次から探す3
� 「史学雑誌」をクリックします
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目次から探す4

� 111（5）をクリックします

目次から探す5

� 東南アジアの隣の「本文：CiNii」をクリック

目次から探す6

� 本文が表示されました

国立国会図書館雑誌記事索引とは？

� 1948年以降に国立国会図書館が作成した書誌

情報。（抄録はついていない）

�採録誌は、国内刊行の学術雑誌を中心に約

19,000誌。

� CiNiiとは違う検索方法も使える。

4-2 NDL-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)

附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館 →→→→ NDL-OPAC

NDL-OPACで書評を探してみるで書評を探してみるで書評を探してみるで書評を探してみる

� 司馬遼太郎『竜馬がゆく』の書評を探してみま

しょう

�「雑誌記事」のタブをクリック

�年代を選択（2000年以降に絞り込む）

�論題名に「竜馬がゆく」と入力

�記事分類・種別に「書評」と入力

（記事分類・種別に入力できる項目は右側の

「記事分類・種別」をクリックして確かめること

ができます）
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NDL-OPACで書評を探してみるで書評を探してみるで書評を探してみるで書評を探してみる

３件ヒットしました

第第第第5章章章章 新聞記事の探索新聞記事の探索新聞記事の探索新聞記事の探索

5-1 縮刷版縮刷版縮刷版縮刷版

5-2 インターネット情報源インターネット情報源インターネット情報源インターネット情報源

5-3 CD-ROMデータベースデータベースデータベースデータベース

5-4 聞蔵聞蔵聞蔵聞蔵 (朝日新聞朝日新聞朝日新聞朝日新聞)

5-1 縮刷版縮刷版縮刷版縮刷版
� 朝日新聞朝日新聞朝日新聞朝日新聞

� 中央図書館中央図書館中央図書館中央図書館 1888188818881888年～年～年～年～1919191912121212年年年年,,,,1932193219321932年～現在年～現在年～現在年～現在

� 毎日新聞毎日新聞毎日新聞毎日新聞

� 中央図書館中央図書館中央図書館中央図書館 1950195019501950年～現在年～現在年～現在年～現在

� 読売新聞読売新聞読売新聞読売新聞

� 中央図書館中央図書館中央図書館中央図書館 1958195819581958年～現在年～現在年～現在年～現在

� 日本経済新聞日本経済新聞日本経済新聞日本経済新聞

� 中央図書館中央図書館中央図書館中央図書館 1949194919491949年～年～年～年～1977197719771977年年年年

� 経営学部研究資料室経営学部研究資料室経営学部研究資料室経営学部研究資料室((((古いものは順次社会科学系研究図書館古いものは順次社会科学系研究図書館古いものは順次社会科学系研究図書館古いものは順次社会科学系研究図書館
に移動に移動に移動に移動) ) ) ) 1954195419541954年～現在年～現在年～現在年～現在

5-2 インターネットインターネットインターネットインターネット情報源情報源情報源情報源

�毎日新聞

� 毎日jp 過去１ヶ月無料

�読売新聞

� YOMIURI ONLINE

� 速報ニュースは１週間、その他は１年無料

�日本経済新聞

� 日経新聞電子版 過去３ヶ月無料

� 有料会員限定記事にはアクセスできない

5-3 聞蔵聞蔵聞蔵聞蔵IIビジュアルビジュアルビジュアルビジュアル (朝日新聞朝日新聞朝日新聞朝日新聞)

附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館 →→→→よく使うツールよく使うツールよく使うツールよく使うツール→→→→ 聞蔵聞蔵聞蔵聞蔵ⅡⅡⅡⅡビジュアルビジュアルビジュアルビジュアル
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第第第第6章章章章おすすめのホームページおすすめのホームページおすすめのホームページおすすめのホームページ

6666----1 1 1 1 調べ方案内調べ方案内調べ方案内調べ方案内 ((((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))))

6666----2 2 2 2 図書・雑誌探索ページ図書・雑誌探索ページ図書・雑誌探索ページ図書・雑誌探索ページ

6-1 調べ方案内調べ方案内調べ方案内調べ方案内

附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館 → → → → 探す・調べる探す・調べる探す・調べる探す・調べる → → → → 学習研究に役立つ情報学習研究に役立つ情報学習研究に役立つ情報学習研究に役立つ情報 → → → → 文献・情報の探索ガイド文献・情報の探索ガイド文献・情報の探索ガイド文献・情報の探索ガイド →→→→
調べ方案内調べ方案内調べ方案内調べ方案内

6-2 図書･雑誌探索ページ図書･雑誌探索ページ図書･雑誌探索ページ図書･雑誌探索ページ

附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館 → → → → 探す・調べる探す・調べる探す・調べる探す・調べる → → → → 学習研究に役立つ情報学習研究に役立つ情報学習研究に役立つ情報学習研究に役立つ情報 → → → → 文献・情報の探索ガイド文献・情報の探索ガイド文献・情報の探索ガイド文献・情報の探索ガイド →→→→
図書・雑誌探索ページ図書・雑誌探索ページ図書・雑誌探索ページ図書・雑誌探索ページ

第第第第7章章章章 論文を実際に入手するには論文を実際に入手するには論文を実際に入手するには論文を実際に入手するには

7-1 電子ジャーナルで見られるか探す

7-2 どこの図書館にあるか探す（所蔵調査）

１．横浜国立大学OPAC

２．NACSIS-Webcat

7-3 相互利用サービスで取り寄せる

１. 文献複写

２． 相互貸借

7-4  直接利用

7-1 電子ジャーナルで見られるか探す電子ジャーナルで見られるか探す電子ジャーナルで見られるか探す電子ジャーナルで見られるか探す

附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館 → → → → OPACOPACOPACOPAC → → → → 電子ジャーナルタイトル一覧電子ジャーナルタイトル一覧電子ジャーナルタイトル一覧電子ジャーナルタイトル一覧

7-2 どこの図書館にあるか探すどこの図書館にあるか探すどこの図書館にあるか探すどこの図書館にあるか探す

WEBCAT検索ボタンをク検索ボタンをク検索ボタンをク検索ボタンをク
リックするとどこの図書館でリックするとどこの図書館でリックするとどこの図書館でリックするとどこの図書館で
所蔵しているかわかります。所蔵しているかわかります。所蔵しているかわかります。所蔵しているかわかります。

OPACでヒットしないときはでヒットしないときはでヒットしないときはでヒットしないときは
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ILLサービスを利用して文献を取り寄せる
MY LIBRARY からのILL申し込み １

※※※※このサービスを使うためには事前登録が必要ですこのサービスを使うためには事前登録が必要ですこのサービスを使うためには事前登録が必要ですこのサービスを使うためには事前登録が必要です

ここ

ILLサービスを利用して文献を取り寄せる
MY LIBRARY からのILL申し込み 2

ILLサービスを利用して文献を取り寄せる
MY LIBRARY からのILL申し込み 3

ILLサービスを利用して文献を取り寄せる
MY LIBRARY からのILL申し込み 4

このボタンで書誌情このボタンで書誌情このボタンで書誌情このボタンで書誌情
報を取り込めます報を取り込めます報を取り込めます報を取り込めます

このボタンで学内所蔵のこのボタンで学内所蔵のこのボタンで学内所蔵のこのボタンで学内所蔵の
有無を検索できます有無を検索できます有無を検索できます有無を検索できます

ILLサービスを利用して文献を取り寄せる
MY LIBRARY からのILL申し込み 5

該当する書誌をクリック該当する書誌をクリック該当する書誌をクリック該当する書誌をクリック

ILLサービスを利用して文献を取り寄せる
MY LIBRARY からのILL申し込み 6

ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック
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ILLサービスを利用して文献を取り寄せる
MY LIBRARY からのILL申し込み 7

正しい書誌が取り込ま正しい書誌が取り込ま正しい書誌が取り込ま正しい書誌が取り込ま
れましたれましたれましたれました

ILLサービスを利用して文献を取り寄せる
MY LIBRARY からのILL申し込み 8

号は括弧でくくります号は括弧でくくります号は括弧でくくります号は括弧でくくります

○○○○ 12（（（（3））））
×××× vol.12 no.3

×××× 第第第第12巻巻巻巻3号号号号

必ず論文著者と論題名を入力必ず論文著者と論題名を入力必ず論文著者と論題名を入力必ず論文著者と論題名を入力

（入力しないと申し込みできません）（入力しないと申し込みできません）（入力しないと申し込みできません）（入力しないと申し込みできません）

ILLサービスを利用して文献を取り寄せる
MY LIBRARY からのILL申し込み 9

ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

日本語論文日本語論文日本語論文日本語論文 検索入門･実習検索入門･実習検索入門･実習検索入門･実習
おわりおわりおわりおわり

横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学

中央図書館レファレンス・デスク中央図書館レファレンス・デスク中央図書館レファレンス・デスク中央図書館レファレンス・デスク

Tel 045Tel 045Tel 045Tel 045----339339339339----3217321732173217
Fax 045Fax 045Fax 045Fax 045----339339339339----3229322932293229
EEEE----mail libref@ynu.ac.jpmail libref@ynu.ac.jpmail libref@ynu.ac.jpmail libref@ynu.ac.jp


