
名古屋外国語大学・名古屋学芸大学図書館（2022.12）

• 図書館資料の紹介

• 資料を探すツールと使い方

• 資料の利用、入手方法

学ぼう！
資料の探し方



図書館資料の紹介



図書 新聞
資料の種類

雑誌

視聴覚資料 電子資料



☆ アルファベット順 、あいうえお順に並んでいる

☆ 館外貸出不可

☆ 中央図書館地階にあるバックナンバーの
利用は1階総合カウンターに申込む

☆電子ジャーナルが利用できるタイトルもある

雑誌

タイトル数
当年分
（例外あり）

バックナンバー

中央図書館
和雑誌 約330誌 1階 地階（閉架）

洋・中雑誌 約140誌 4階 地階（閉架）

看護図書室 和雑誌 約50誌 雑誌架 書庫（開架）

（中央図書館1階雑誌架）



新聞

☆ 館外貸出不可

☆ 地階にあるバックナンバーの利用は
1階総合カウンターに申込む

☆ データベースで記事の検索ができる

中央図書館 タイトル数 最新2週間 バックナンバー

日本語の新聞 16紙 1階 地階

外国語の新聞 10紙 1階 地階

（中央図書館新聞架）



視聴覚資料

【中央図書館】

約7,000点を所蔵

☆ カウンターで利用手続き

☆ 館外貸出不可

☆ 図書館2Fで利用

• 個人やグループで利用できる
ブースあり

• 原則自由席

• ポータブルプレーヤーの貸出もあ
り

【看護図書室】

約1,300点を所蔵

☆ カウンターで利用手続き

☆ 館外貸出不可

☆ 視聴覚ブース（指定）で利用



☆データベース（Databases）

☆電子ジャーナル（EJ）

☆eBook

学外から利用する場合は、VPN接続サービスを利用する

※VPN接続サービスの詳細については、学園Webサイトの
「VPN接続サービス」（要ログイン）
（https://gshome.nakanishi.ac.jp/vpn/)を確認

電子資料

学内で利用可

https://gshome.nakanishi.ac.jp/vpn/


資料を探すツールと使い方

nünü DISCOVERY
OPAC
データベース CiNii Research



nünü DISCOVERYで資料を探す

• 検索ボックスにキーワードを入力するだけで紙資料と電子資料を
一括して探す

• 検索する対象は、学術文献データベースなど信頼性の高い情報

https://library.nakanishi.ac.jp/

https://library.nakanishi.ac.jp/


「SDGs」

に関する資料を探してみよう！

検索ボックスに SDGs と入力



図書情報の見方

本学に所蔵がない場合
eBook（電子書籍）が

利用できる場合



図書情報の見方：本学に所蔵がある場合

請求番号 所在
書名もしくは所蔵情報を
クリックしてOPACに移
動し詳細を確認

所蔵情報



書誌情報

所蔵情報



書誌情報：資料に関する情報

チェックポイント
（参考文献リストに必要）
・書名
・著者名
・出版者, 出版年



請求番号と所在をメモして図書を探そう！

所蔵情報: 資料の所在や状態を知るための情報

チェックポイント

・請求番号
・所在
・状態

空欄 … 貸出可能
禁帯出 … 館内利用
貸出中 … 返却後、利用可能

予約可能



• 図書の背に貼ってあるラベルの数字やアルファベット

• 図書館では「請求番号」順に図書を並べている

分類番号

図書の内容を表す数字335.4
Nih

338.8
Yos

著者記号

著者名等のアルファベット
頭3文字

和書=紺 洋書=赤

請求番号



nünü DISCOVERYの注意点

•「本文あり」のリンク先が学内専用データベースの
場合は、学外から本文を見ることはできない。
検索だけの利用は学外からでも可能。

→ VPN接続サービスを利用しましょう

※VPN接続サービスの詳細については、学園Web
サイトの「VPN接続サービス」（要ログイン）
https://gshome.nakanishi.ac.jp/vpn/ を確認。

https://gshome.nakanishi.ac.jp/vpn/


・全てのデータベースが検索できるわけではない

・データベースに新しく発行された論文情報等は、
検索できるようになるまで一定期間がかかる

nünü DISCOVERYの注意点

→ OPACや個々のデータベースを利用しましょう

文献が見つからない！
最新の情報が欲しい！



OPACで本学にある資料を探す

• 図書館にどのような資料があるか

• 図書館のどこ（所在）にあるか

• 資料の状態（貸出可能か不可（貸出中、禁帯出））はどうか



データベースを利用する



サイニー リサーチ

CiNii Research

国内全分野の

• 論文情報（国内の学会・協会・大学発行の学術論文情報、国立国会図

書館の雑誌記事索引など）

• 研究データ

• プロジェクト情報

などをまとめて調べることができる。

本文へのリンクも一部ある。

どこからでも自由に使える
※ nünü DISCOVERY検索対象外



論文情報の見方

チェックポイント
（参考文献リストに必要）

・文献タイトル
・著者名
・掲載雑誌名
・巻号
・掲載ページ
・発行年月
・出版者

文献タイトル

著者名

掲載雑誌名 巻（号), 掲載ページ, 発行年月
出版者

本文への
アクセスリンク



論文を探す：Web上に本文がないか探す

本文あり 本文なし

フルテキストを見る
をクリックする



論文を探す：図書館の所蔵を確認する

所蔵あり 所蔵なし

タイトルをクリックして
詳細情報を確認する



書誌情報

所蔵情報

OPAC 雑誌情報詳細の見方



書誌情報（雑誌）

チェックポイント

・雑誌名
・出版者

雑誌名

出版者



所蔵情報（雑誌）

チェックポイント
・所蔵館
・所蔵巻
・所蔵年

所蔵館 当年度分 過去分

図書館 和雑誌
中央図書館
1階 雑誌架

中央図書館
地階 雑誌架図書館 雑誌・洋 中央図書館

4階 雑誌架図書館 雑誌・中

看護 雑誌架
看護図書室
雑誌架

看護図書室
書庫

【情報の読み方】
図書館には、1巻から27巻4号までがある。
1巻は1996年発行、27巻4号は2022年発行

地階にある巻号は
1階総合カウンターに
利用申込をする



読みたい文献が載っているのは
学術の動向 23（8）, 8_22-8_26, 2018-08-01

23巻8号は図書館の地階にある
ので、「地階資料利用申込書」
に記入して、1階総合カウンター
に提出



資料の利用、入手方法



図書

→貸出（但し、禁帯出の場合は不可）

禁帯出の図書、雑誌、新聞

→図書館内で利用

→必要な部分は複写（コピー）

本学図書館に所蔵がある場合

著作権法の

範囲内で



著作権の範囲内での複写（コピー）とは

一人一部

著作物の一部分（全体の半分以下）

発行後相当期間を過ぎた雑誌の一論文全体
＊相当期間とは、
次号が発行されるまで、もしくは 発行後３ヵ月

目的は調査研究のために限る

コピーを取る時は

「文献複写申込書」をカウンターに提出すること



本学図書館やWebで入手できない場合①

＜所蔵先から取寄せる＞
ILL（InterLibrary Loan：図書館間相互貸借）

•図書の取り寄せ（貸借）
•複写物の取り寄せ（文献複写）

申込方法

「相互利用申請書」に必要事項を記入して

1階総合カウンターもしくは看護図書室カウンターに提出



• 費用がかかる

• Discovery等で検索し、本学に無いことを必ず確認して申込む

• 貸借本の利用は図書館内

• 本の丸ごと複写はできない（必要な範囲のみ）

ILL（InterLibrary Loan）留意点

申請書は
図書館ウェブサイト「申請書類」ページ
2.2 ILL (InterLibrary Loan: 図書館間相互貸借）



本学図書館やWebで入手できない場合②

＜所蔵先に出向く＞

・所蔵先を探す
・利用日時を決めカウンターに申し出る

所蔵先の確認方法
本学OPAC「詳細検索」（CiNii Books)
愛蔵くん（愛知県内公共図書館横断検索）

カーリル など

https://n-opac.nakanishi.ac.jp/gate?module=search&path=index.do&method=init
https://www.aichi-pref-library.jp/?page_id=72
https://calil.jp/


本学図書館やWebで入手できない場合③

＜購入リクエスト＞

購入対象

授業や研究に必要かつ後に他の学生の利用も
見込める本（ただし、雑誌は不可）

リスエスト方法

「図書購入希望票」をカウンターに提出

※カウンタースタッフが聞き取りをし、適切な本があれば紹介もする



困ったときは

• カウンターで相談

• オンラインで相談

https://library.nakanishi.ac.jp/use/online-refarence/

• 図書館ウェブサイトを確認

https://library.nakanishi.ac.jp/

https://library.nakanishi.ac.jp/use/online-refarence/
https://library.nakanishi.ac.jp/
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