
令和4年度 新入生対象
情報図書館ガイダンス

資料検索編



図書館内の資料をさがす



図書館の資料を検索したいときは、
OPACを使いましょう。

OPACとは
Online Public Access Catalog
図書館のオンライン蔵書目録のことです。
※図書館内にOPAC端末は6台あります。
※ご自宅のPCやスマホからでもアクセス可能です。



それでは早速使ってみましょう。

OPACへの入り方は2通り

情報図書館のホームページから

大学のホームページから



こちらが情報図書館のホームページです。

蔵書検索をクリック

OPACへの入り方：情報図書館のホームページから



OPACへの入り方：大学のホームページから

一番下まで
スクロールして
ください。

情報図書館蔵書検索を
クリック



こちらがOPACの画面です。



検索の前に・・・

①このサイトは「神戸芸術工科大学情報図書館」と
「大阪商業大学図書館」が共同運用しています。

②検索結果には、両大学の蔵書が表示されます。

③配架場所に（芸工大）と表示されているものが本学の
蔵書、（商大）と表示されているものは「大阪商業
大学図書館」の蔵書です。



検索方法は「簡易検索」と「詳細検索」の２通り



簡易検索：キーワードから探せます。

「簡易検索」を選択してから
検索してください。



詳細検索：書名や著者がわかっているとき

検索条件を入力して対象をしぼり
こみます。

「詳細検索」を選択して
から検索してください。



検索結果の見方（1）

簡易検索で「日本」「美しい」「色」「言葉」を
キーワードにして検索した結果です。
２件見つかりました。

2件のうち1件は、配置場所が（商大）のため
（芸工大）の方を確認します。



検索結果の見方（2）

タイトルをクリックするとこの図書の詳細情報が
確認できます。



検索結果の見方（3）

②【請求記号】＝図書の背ラベル
図書館内での図書の住所（棚のど
こに並んでいるか）です。

③【状態】
空欄の場合：
図書館内にあります。

「貸出中」の場合：
他の利用者が借りています。

①【配架場所】
図書がどこにあるか（図書館内のどの
コーナーにあるか）がわかります。

① ② ③



書架に図書を探しに行く（1）
①背ラベル一段目の数字（内容をあらわす番号）の順番に並んでいます。

②同じ数字の場合は、二段目のアルファベット（著者名などをあらわす
記号）の順番に並んでいます。
アルファベットの1桁目が同じ場合は２桁目を見てください。2桁目も
同じ場合は3桁目を見てください。

700
AAA

701.1
AAA

702 702
ABA ABB

703
AAA
1

703
AAA

2

③三段目は巻次です。シリーズものなどは巻次の順番で並んでいます。

同じ棚には似たような内容の図書が並んでいるので、目的の本以外にも興味を
ひかれる本があるかも･･･。



書架に図書を探しに行く（2）

書架の側面には背ラベル一段目の分類番号が
表示されています。

左側：奥から手前に向かって【757～759.9】
右側：手前から奥に向かって【760～778.0】
という見方をします。

本の並び方（左から右、上から下）

左側 右側



予約の方法



予約の方法①（読みたい図書が貸出中だった場合）

検索した結果、状態が「貸出中」の場合は
タイトルをクリックして詳細画面へ



予約の方法②（読みたい図書が貸出中だった場合）

予約ボタンをクリック



予約の方法③（読みたい図書が貸出中だった場合）

ID、パスワードを入力してログイン
※パスワードの発行申込はカウンターまで

連絡方法を指定して
「予約を確定する」
ボタンをクリック



予約後の確認方法



予約後の確認方法①

利用者サービスを選択してから
「貸出・予約状況照会」をクリック

予約状況をクリック



予約後の確認方法②

状態が
「準備中」：予約図書が返却されておらず貸出中の状態

「取置中」：図書が返却され、予約者が受け取り可能な状態

予約図書の取り置き期間は10日間です。

期間を過ぎると･･･

 取り置き解除となり、図書は書架へ戻されます。

予約状況一覧の該当図書の表示も削除されます。



検索しても、
あまりヒットしなかった場合



①キーワードを変えて再度検索してみる。

キーワードにした単語が、書名などに含まれていないと
ヒットしないため、似たようなキーワードで検索してみると、
件数が増えるかもしれません。

②1冊でも見つかったら、直接書架に行ってみる。

図書は内容を表す分類番号の順に並んでいるため、その図書の
近くには似た内容の本があります。
例）・パッケージデザイン（分類番号：675.18）

・アニメーション（分類番号：778.77）
・住宅建築（分類番号：527）



本学図書館に探している

内容の本がなかった場合



①図書館に購入リクエストする。
※時間に余裕がある場合

②近隣の図書館で閲覧・貸出
※急いでいる場合
※絶版等で購入不可の場合

③他の図書館から現物、複写物（コピー）を取り寄せる。
※有料【送料、コピー代は自己負担】



購入リクエストする



図書館に購入リクエストする場合（1）

一人が年間に購入できる資料の点数の上限は20点です。
※依頼数ではありません。

購入後は、申込者が一番に借りられます。
※申込時に「優先貸出する」を選択してください。
※優先貸出の取り置き期間は10日間

絶版等で購入できないものもあります。



図書館に購入リクエストする場合（2）

蔵書検索OPACのMyOPACからログイン

利用者サービスを選択してから
「資料購入リクエスト（学生専用）」を
クリック



図書館に購入リクエストする場合（3）
入力フォームに必要事項を入力して
お申し込みください。

利用者サービスを選択してから
「資料購入リクエスト（学生専用）状況
照会」をクリック

リクエスト後の状況は
こちらを確認



近隣の図書館で閲覧・貸出



兵庫県内の市町村の図書館の所蔵は
「兵庫県内図書館横断検索」サイトで検索

https://www.oudan.library.pref.hyogo.lg.jp/

https://www.oudan.library.pref.hyogo.lg.jp/


他の図書館から現物、複写物
（コピー）を取り寄せる



他の図書館にある本や雑誌、雑誌の論文をさがすには

 CiNii Research（雑誌記事・論文検索）
 CiNii Books（図書、雑誌検索）
 CiNii Dissertations（博士論文検索）
 NDLサーチ（国立国会図書館の所蔵検索）
 IRDB （日本国内の学術機関リポジトリに登録されたコンテンツの検索）
 WorldCat（海外の図書館の所蔵検索）

各種データベースから検索してみてください。

検索したいサイトを選択してから
検索してください。



他の図書館から取り寄せる場合（1）

現物図書を取り寄せる。
有料（往復の郵送料）
※取り寄せた現物は館内閲覧のみ。貸出は不可。

雑誌の掲載論文などの必要なページのコピーを取り寄せる。
有料（郵送料、コピー代）



他の図書館から取り寄せる場合（2）

蔵書検索OPACのMyOPACからログイン

利用者サービスを選択してから
「文献複写・貸借申込み」をクリック



他の図書館から取り寄せる場合（3）

利用者サービスを選択してから
「文献複写・貸借申込み状況照会」を
クリック

入力フォームに必要事項を入力して
お申し込みください。

申込後の状況は
こちらを確認



電子書籍について



電子書籍を見る方法

①学内から見る
学内LANに接続されたPCからアクセス可能。

②学外から見る
個人アカウントを取得する必要有り。



①学内から見る：OPACで電子書籍をさがす

検索窓にキーワードを入力、資料区分の「電子書籍」に☑を入れて
検索ボタンをクリック



OPACの検索結果の見方

タイトルをクリック

検索結果は「電子書籍」のみが表示されます。



OPACの検索結果の見方

URLの本のマークをクリック



①学内から見る：OPACの電子書籍リストから直接さがす（1）

電子書籍・DBタブを
クリック



①学内から見る：OPACの電子書籍リストから直接さがす（2）

「本学所蔵のタイトル一覧は
こちら」をクリック



①学内から見る：OPACの電子書籍リストから直接さがす（3）

見たいタイトルをクリック



電子書籍を見る（1）

閲覧ボタンをクリック

詳しい利用方法は
こちらをクリック



電子書籍を見る（2）

 １つのタイトルに同時にアクセスできる
のは１名のみです。

 利用が終ったら、「閲覧終了」ボタンを
忘れずに押してください。

 押し忘れると閲覧継続中となり、他の方
が利用できません。



②学外から見る：個人アカウントを取得する

個人アカウントを取得すると学外からの
アクセスも可能です。

方法はこちら

https://www.mlib.kobe-du.ac.jp/links/rimoto.pdf


ガイダンスは以上です。

ご覧いただき、ありがとうございました。
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