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平成 2４年度 全学共通科目 情報探索入門 第 5 回 

《目録情報とその利用法》：資料 1 
 

 

★演習について 

来週はインターネット上の様々な目録情報を利用した文献検索を行います。 

主な目的は、参考文献の記述を読み取り、オンライン目録(OPAC)を使って、文献の所在を調べられるよう

になることです。演習前にこの資料で基礎知識を習得してください。 

また、来週の演習には忘れずにこの資料を持ってきて下さい。 

 

注意！ 

資料は 2012年 10月現在で作成しています。 

実際の演習では、ページデザインや検索結果の数値等、実際と異なる場合があります。 
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次週の演習 

日時：２０１2 年１1 月 12 日 

    10:30-（時間に遅れないように！） 

場所：学術情報メディアセンター南館 

        ２０３号室 ２０４号室 

用意するもの：教育用システムの ID/パスワード 

       本日配布した資料 
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1 参考文献とは 

「参考文献（references）」とは、本（文献）などを執筆するために著者が参考にした文献のリストです。

ある分野についての資料を集める時に大変役立つもので、参考文献リストに載っているものを集めれば、

特定分野の資料を芋づる式に収集することができます。大抵の学術資料では、巻末にまとめられており、

著者名・書名・出版者（社）・出版年などの項目が記述されています。 

1-1  参考文献の記述例 

 

 

 

 

 

 

  

雑誌論文を読みたい場合は、それが掲載されている「雑誌」の所蔵を探します。「論文著者」や「論文名」

では探せません。それらから検索したい場合には別のデータベース（CiNiiなど）を使います。 

 

1-2  参考文献の基本パターン 

【図書の場合】 著者（編者）名 ＋ 書 名 ＋ （版表示） ＋ 出版者 ＋ 出版年 

 

川崎良孝編『大学生と「情報の活用」情報探索入門』増補版. 京都大学図書館情報学研究会, 2001 

 

著者（編者）名        書 名        版表示      出版者（社）   出版年  

 

【雑誌の場合】 論文著者名 ＋ 論文名 ＋ 雑誌名 ＋ 巻号 ＋ 発行年 ＋ ページ 

 

Box GEP. “Science and Statistics”, J. Am. Statist. Assoc., 71, 1976, pp. 791-799. 

 

著者名      論文名     雑誌名（略誌名）  巻号 出版年 ページ 

 

参照文献の書き方： 

SIST 科学技術情報流通技術基準 http://sti.jst.go.jp/sist/ 

 

1-3  参考文献に登場する欧文略語例 

・Aufl.＝Auflage（独語）。版。英語では「ed.」。 

・ Enl.＝enlarged 増補された 

・ e.g.＝exempli gratia（ラテン語）。例えば 

・ et al.＝et alii（ラテン語）。その他 

・ fac., facsim.＝facsimile 複製版 

・ fasc.＝fascicle  分冊 

・ Hg., Hrsg.＝Herausgeber（独語）。出版者、編集人 

・ ib., ibid.＝ibidem（ラテン語）。同書・前述書に 

・ id.＝idem（ラテン語）。同上の、同著者の。 

・ i.e.＝id est（ラテン語）。すなわち 

・ rev.＝review, reviewed 書評 

・ revised, revision 改訂 

・ ser.＝series シリーズ 

・ tr., trans.＝translator, translation, translated 翻訳者、翻訳 

・ v., vid.＝vide（ラテン語） …を見よ、参照せよ 

・ vol.＝volume 巻。独語では「Bd.」（Band）。仏語では「t.」「tom.」（tome） 

・ Z.＝Zeitschrift（独語）雑誌 

 参考文献を見るときの注意 

 全ての情報が常に記述されている訳ではあ

りません。 

 洋書の著者は通常「姓, 名」の順で表記され

ます（カンマで判断しましょう）。 

 洋書・洋雑誌のタイトルはイタリック（斜体）

で表記されることがあります。 

 洋雑誌の誌名は、一定の略記法によって省略

されることがあります。 

☞1-1の記述例 6 

J. Am. Statist. Assoc.（略誌名） 

         ↓ 

Journal  of  the  American  Statistical  Association. 

1）川崎良孝編『大学生と「情報の活用」情報探索入門』増補版. 京都大学図書館情報学研究会, 2001 

2）日本化学会編『実験化学講座 29 バイオテクノロジーの基本技術』第 5版, 丸善, 2006 

3）河井弘志「歴史主義図書館学」『図書館界』41(3), 1989, p.122-134. 

4）Gaskell, Philip. A new introduction to bibliography. Oxford, Clarendon Press, 1972. 

5）Norman, Sandy, “Copyright issues,” IFLA Journal, 20(3), 1994, pp.357-359. 

6）Box GEP. Science and statistics. J. Am. Statist. Assoc. 1976; 71:791-799. 
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2 目録とは 

一般に、目録とはある種の品物を簡単にリスト化したものをいいますが、ここで指すのは図書館用語と

しての「目録」で、「書誌情報と共に所蔵情報も併せ持つ文献リスト」のことをいいます。 

京大のオンライン目録、KULINE 画面を用いてあらわすと・・・ 

 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所蔵情報：図書などの 

資料の所在、所蔵場所を 

特定するための情報 

例）所蔵図書館名・ 

配置場所・請求記号など 

 

書誌情報：図書などの 

資料を特定したり識別 

したりするための情報 

例）書名・著者名・ 

出版者・ページ数・ 

大きさ・シリーズ名など 

所蔵情報 

  ＋  ＝ (所蔵)目録 

書誌情報 
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著者標目リンクの著者名をクリックすると典拠画面に移り、この

人が書いた他の図書一覧を見ることができます。 

 

シリーズ名等リンクのシリーズ

名をクリックすると典拠画面に

移り、このシリーズとなっている

図書一覧を見ることができます。 

図書の厚さ、大きさがわかります 

15cm･･･文庫サイズ 

18cm･･･新書判サイズ 

22cm･･･普通のハードカバーサイズ 

30cm以上･･･大型本 

ISBN とは、世界でただひとつ、

このタイトルの図書に与えられ

た数字です。 

書店で本を注文するときにもこ

の番号が使えます。 
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                              1964(＝受入年≠出版年)            1985(＝受入年≠出版年)                   

                             |                             | 

カード目録 :[旧カード:1899-1964]----|----[新カード:1964-1985]---|------- 

KULINE  :--------------(KULINE に遡及入力されている資料もある)----------|---[KULINE:1985-]---  

2-1 目的別 目録の種類 

所蔵目録：１つの図書館に所蔵されている資料を対象として作成した目録。 

   国立国会図書館 NDL-OPAC http://opac.ndl.go.jp/ 

   英国国立図書館 British Library:Integrated Catalogue http://catalogue.bl.uk/ 

総合目録：２館以上の図書館資料を対象として作成した目録のこと。複数館の所蔵情報がある。 

   Webcat Plus http://webcatplus.nii.ac.jp/ 

   Worldcat.org http://www.worldcat.org/ 

 

販売目録：書店が販売を目的として作成する目録。 

Amazon http://www.amazon.com/ 

AbeBooks http://www.abebooks.com/ 

新刊目録：書店が新刊書を紹介する目的で作成する目録。 

  Books.or.jp http://www.books.or.jp/ 

2-2 形態別 目録の種類 

冊子体目録 

 

例） 

国書総目録 

カード目録 

 

例）附属図書

館の総合目録

カード 

 

オンライン目録 

（OPAC） 

例）       

KULINE 

本の形をしている目録。 

目録の初期の形。 

今は、あまり使われていません。 

カードの形をしている目録。 

京都大学ではまだまだ現役で、古い

ところを探すには、これを検索する

必要があります。 

コンピュータの目録。 

コンピュータに書誌情報と所蔵情報

を登録し、蔵書データベースを構築

し、検索できるようにしたもの。 

3 カード目録 

京大の所蔵している図書の約 1/4（主に貴重書など）は、まだカード目録でしか探せません。附属図書

館の目録カードは、所蔵された（受入）年が 1964 年以前か以後かで新旧 2 つに分けられています。 

 

 

 

 

 

 

したがってここで資料を探す際は、出版年によって探さなければいけない目録が違います。ただし、ど

の目録にあるかは受入年によって決まりますので、出版年はあくまでも探す起点の目安となるだけです。 

例１）1964 年に出版された本---受入年度別のどの目録にも入る可能性があります。旧カード、新カー

ド、KULINE と、３種類全ての目録から探す必要があります。 

例２）1970年に出版された本---1964 年以後ですので、新カード目録と KULINE の２種類から探しま

す。 

カード目録は、KULINE とは異なり、様々な検索項目やキーワードを使った検索ができません。附属図書

館のカード目録の場合、検索できる項目は、和書なら書名と著者名、洋書なら著者名（一部は書名も）だ

けです。和書は 50 音順、洋書はアルファベット順に並べています。カード目録の調べ方などでわからな

いことがあれば、近くの図書館カウンターでお尋ね下さい。 

【附属図書館カード目録例（和書）】         【学部図書館・室カード目録例】 

 

 

 

 

 

 
 

京都大学の各目録カード収録範囲 

著者標目リンクの著者名をクリックすると検索画面に戻

り、入力条件を変更しなくても、この人が書いた他の図

書一覧を見ることができます。 

  

http://opac.ndl.go.jp/
http://catalogue.bl.uk/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://www.worldcat.org/
http://www.amazon.com/
http://www.abebooks.com/
http://www.books.or.jp/
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4 オンライン目録 （OPAC = Online Public Access Catalog ） 

   オンライン目録（OPAC）とは、オンラインで検索可能な目録を意味します。 

 

4-1 オンライン総合目録   京都大学蔵書検索 KULINE  http://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/ 

京都大学の図書館（附属＋学部・研究所）の蔵書の一部を、インターネットに繋がっているパソコンなら

ば、学内外どこからでも検索できます。1985年以降に京都大学に入った資料であれば、おおむね検索可

能です（細かくは学部などによって異なります）。 

ケータイ版もあります。（https://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/mobtopmnu.do）→ → → → 

【簡易検索】広く関連文献を探すには簡易検索がおすすめです。 

書名、著者名、件名などから同時に探すことが出来ます。 

    

○簡易検索 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○詳細検索

「詳細検索」のタブをクリックすると、 

【詳細検索画面】になります。探したい資料の「タ

イトル」「著者名」「出版者」など書誌情報がはっき

りと分かっている場合は、より条件を限定した検索

が可能ですので、こちらで検索すると便利です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように所蔵館を 

指定することも 

できます。 

① キーワード欄に書名, 著者名などを入力,  

② 「検索」ボタンを押して検索。 

 

「資料種別」にチェックを入れ

ると、「図書と電子ブックの

み」、「学位論文のみ」など資料

の種類を絞って検索できます。 
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 所蔵館の情報 

クリックすると正式名称や

地図、 

利用方法が 

わかります 

 

4-1-1 図書を探す 

図書が参考文献として挙げられている場合は、書名・著者・出版者(社)・出版年などから検索できます。 

 

ア）図書（紙媒体）の探し方 

 

 

 

 

 

 

 

イ）電子ブック（EB）の探し方 

 

 

②図書の場合は、書名･著者名の他に「所蔵館」「配置場

所」「請求記号」を忘れずにメモし、当該図書館・室へ 

（遠隔地は、取り寄せができる場合もあります）。 

 請求記号 

背表紙に貼ってある 

ラベル。図書はこの 

順番で書棚に 

並んでいます。 

 状態 

その図書を他の人が借りて

いる場合は「貸出中」と表示

され、返却期限日が表示され

ます。 

 

①書誌検索結果一覧で、「図書」と出

ているものをクリックします。 

①書誌検索結果一覧で、「電子ブック」と出ている

ものをクリックします。 

②電子ブック（EB）の場合は、「リンク」をクリックすると

本文を読む事が出来ます（情報環境機構の ID（ESC-ID）とパ

スワードが必要な事があります）が、来週の演習では本文は見

ないで下さい。 
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4-1-2 雑誌を探す                                                     

く雑誌論文が参考文献として挙げられている場合は、雑誌名から検索しましょう。 

 

ア）雑誌(紙媒体)の探し方 

紙媒体の書誌詳細画面から電子ジャーナルも確認できますので、まず紙媒体の書誌を探します。 

 

 

 

 

 

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 雑誌の場合は、「所蔵館」の他、特

に「(所蔵)巻号」に注意する必要があり

ます。目的の巻号が含まれているかど

うか確認してください。 

”＋”は続けて受け入れしているという

意味です。 

探している巻号が所蔵されている場合

は、配置場所、請求記号をメモし、当

該図書館・室へ（遠隔地は、論文のコ

ピーの取り寄せができる場合もありま

す）。 

✍誌名変遷情報のリンクをクリックす

ると、その雑誌の継続前誌、または継

続後誌を確認することができます。 

①「書誌検索結果一覧」

で、「雑誌」と出ているも

のをクリックします 

。 

 電子ジャーナル（EJ）利用ルール 

一般的に、下記事項は禁止されています。 

詳しくは「電子ジャーナルリスト」のページ

をご覧下さい。（下記 URL） 

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/gakunaiej.html 

 一括してのダウンロード 

 個人利用以外での利用 

 複製や再配布 

※ 電子ブック、電子ジャーナルにアクセスす

る際、ID とパスワードの入力が必要にな

ります。認証画面が表示されたら、情報環

境機構の ID（ESC-ID）とパスワードを入

力してください。 

③これは雑誌(紙媒体)の書誌詳細画面ですが、この雑誌の電子ジ

ャーナルが利用できる場合は、EJ へのリンクが表示されます。

また京大 Article Linker アイコンをクリックした先の画面でも

確認できます。目的の年代が収録範囲に入っているか確認し、リ

ンクをたどっていくと本文が読めます。 

ただし、来週の演習ではこの画面までで、本文は見ないで下さい

。 

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/gakunaiej.html
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イ）電子ジャーナル（EJ）の探し方 

紙媒体の雑誌は京大にはないけれども、電子ジャーナルは契約している、ということもあります。その場

合には、電子ジャーナルの書誌を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULINE のデータ更新のタイミングにより、実際は電子ジャーナル、電子ブックが見られる場合でも「該

当資料なし」と出てしまうことがあります。利用できる電子ジャーナル、電子ブックを漏れなく探すに

は、”電子ジャーナルリスト/電子ブックリスト”で検索してください。 

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/gakunaiej.html 

【電子ジャーナル/電子ブックリスト】 

 

 

①「電子ジャーナル」と表示されている

タイトルをクリック。 

② リンクor 書誌詳細のリンク(IDENT)を

クリックします。電子ジャーナルの場合は、

次に表示される画面で探している本文が契

約・収録範囲に入っているか確かめ、リン

クをたどっていくと本文が読めます。 

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/gakunaiej.html


目次 
 
1.学内を検索する 

 京都大学蔵書検索Kulineを検索する  

     Kuline検索のコツ① ―検索記号を使ってみよう― 

   Kuline検索のコツ② ―大きく検索して絞り込もう― 

 

2.他大学を検索する 

 Kulineから「他大学を検索」する 

 CiNii Books - 大学図書館の本をさがす を検索する 

 Webcat Plus - CiNii Booksの拡張版 を検索する 

 

3.近隣の公共図書館を検索する  

    京都府図書館総合目録ネットワークを検索する 

 

4.国立国会図書館を検索する  

    国立国会図書館 NDL-OPACを検索する 

 

5.海外の図書館を検索する 

   WorldCat.org と British Library 

 

6.その他の便利な図書館・オンライン目録（OPAC） 

 

7.オンライン目録では検索できない資料 

 

8.購入する  

    Amazon.com と AbeBooks.com 

 

平成24年度 全学共通科目 情報探索入門 第6回 
《目録情報とその利用法》：資料2 

【11月12日（月）の演習について】 
来週はインターネット上の様々な目録情報を利用した文献検索を行います。 
主な目的は、 
 
  ①参考文献の記述を読み取り、 
  ②オンライン目録（OPAC）を使って、 
  ③文献の所在を調べられるようになること、 
 
です。 
来週の演習までに「資料1」「資料2」を使って宿題を解答してみてくださ
い。また「資料2」に紹介した他機関OPACについても事前に見てもらうこ
とが望ましいです。 
来週の演習には、この資料を忘れずに持ってきてくださいね。 
 
※この資料は2012年10月現在で作成しています。ページデザインや検索結果の数値等実際と  
 異なる場合があります。 



※Kulineトップページの検索画面 

京都大学蔵書検索Kuline の、 
 

基本的な検索方法は、「資料1 p.5~」を参照！ 
 

11月12日の演習では、KULINEを使った検索問題が出題されます。 
ここでは検索のコツをいくつかご紹介します。 

1. 学内を検索する  京都大学蔵書検索Kuline（くらいん）を検索する 

■完全一致検索：「#」（しゃーぷ）を使う  （入力方法：Shift+  ） 
 

（例）書名が「nature」と書かれている場合、以下のように入力します。 
 
 
 タイトルなどが短い単語、または一般的な単語の時に使用すると便利な検索記号です。「nature」だけで検索すると、ヒット件数が1万件を 

   超えてしまいます。「#nature」で検索することでヒット件数は25件に絞られます。 

# 

3 あ 
あ 

#nature 

■AND検索：「 」 （すぺーす）を使う  （入力方法：     スペースキー） 
 

（例）書名に「回路理論」「計算法」の両方の単語を含む図書を探す場合、以下のように入力します。 
  
 
 単語（回路理論）と単語（計算法）の間にスペースを入力することによって、AND検索（「回路理論」も「計算法」も“含む”を検索）で、よ  
 り絞り込んだ検索ができます。この場合「回路理論の計算法」という図書（冊子体）と電子ブックがヒットします。 

回路理論 計算法 

■OR検索：「+」（ぷらす）を使う  （入力方法：   キー） 
 

（例） 書名に「不況」or「不景気」を含むような場合、以下のように入力します。 
 
 
 
 

  2つ以上の検索語の、どれか1つでも満たす資料を検索することができます。「あれ？『不景気』だったっけ？」など、検索語が曖昧な場合  
  など、類似語をつなぐことによって大きく検索結果を求める場合に有効です。 

+ 

不況+不景気 

右上の   をクリックして表示される「よくあ
る質問（FAQ）」にも、検索方法に関して詳しく
掲載されていますので、ご参照ください。  

■前方一致検索：「*」（あすたりすく）を使う （入力方法：Shift+      ） 
 

（例）書名が略誌名「 Prof. Issues. Eng. Educ. Pract.」と書かれている場合、以下のように入力します。 
  
 
 

 前方一致検索とは、その後に何がきてもよいという検索方法です。略誌名しかわからない場合やスペルミスのおそれがある場合等に使えます。 
 この場合「Journal of professional issues in engineering education and practice」という雑誌名で、雑誌（冊子体）と電子ジャーナルが 
 あることがわかります。 

prof* issues*  eng*  educ*  pract* 

* : け 

Kuline検索のコツ① ―検索記号を使ってみよう― 



1215件ヒット！ 
でもこの中から「これ！」
と思う資料を探し当てるの
は至難のワザ。さて、、、。 

著者名 

絞り込み検索（ファセット機能） 

を見てみましょう。 

結果件数の多い順に表示（出版年以外）します。 

Kuline検索のコツ② ―大きく検索して絞り込もう― 

分類 

件名 

出版社/発行者 

言語 

資料種別 

所蔵館 

出版年/西暦 

資料の種類（図書なのか雑誌なのか/冊子体なの
か電子媒体なのか、など）で、絞り込むことが
できます。 

出版年を指定して絞り込みます。 

キャンパス別、所蔵館室別、またご所属の図書
館室、アクセスの便利な図書館室等を選択して
絞り込むことも可能です。 

並び替え 

アイコンについて 

資料の主題を表す分類標数(NDC8,NDC9など)
を指定して検索します。 

資料の主題を表す語を指定して検索します。 

雑誌： 
紙（冊子体）に印刷された資料のこと 

図書： 
紙（冊子体）に印刷された資料のこと 

電子ブック（E-Book,EB)： 
PC上で見ることができる図書のこと。 
情報環境機構のIDとパスワードが必要なものもあります。 

学位論文： 
京都大学に提出された学位論文（博士論文）です。 

貴重書： 
京都大学の各図書館室が所蔵している貴重資料や貴重
資料画像。また書誌事項のみの場合もあります。古い
資料の場合はKulineで検索できない場合もあります。 

電子ジャーナル（EJ）： 
PC上で見ることができる雑誌のこと。 
情報環境機構のIDとパスワードが必要なものもあります。 

著者名典拠（著者から探す）： 
著者の他の著書を表示すること
ができます 

学内所蔵が確認できます 

著者の関連情報
を複数のサイト
で検索できます 

KULINE検索のコツ①では、検索記号を使いましたが、これはいわば検索の最短コース。コツ②では、大きく
検索して絞り込む、必要なものを抽出する、機能を見ていきましょう。 

アイコンの説明 



2.他大学を検索する  Kulineから「他大学を検索」する 

76機関が所蔵しています 

例えば「そらまめくんのぼくのいちにち」という絵本が学内にあるか、探してみましょう。 

NII書誌詳細：Kulineで「他大学検索」をクリックすると、蔵書

検索した条件で、他大学図書館等の所蔵検索/ 表示をします。 

“他大学検索“をします 

AND検索（“検索語”スペース“検索語”）  

 
【Point!】 
「学内にない」と表示された場合、タイトルだ
けではなく、著者名を入れて検索するなど、 

複数の検索語で何回か検索する 
ことが大切です。 

学内にない場合は、 

このような ポップアップメッセージが出ますので、 

他の図書館から取り寄せる場合に書誌レ

コード  NCID で書誌同定します。 

学内所蔵がなく、他大学等に所蔵があ
る場合は、そのままオンラインで資料
の取り寄せを申し込むことができます。 
 文献複写申込（コピー取り寄せ） 
 図書借用申込（現物取り寄せ） 



2. 他大学を検索する  CiNii Books (さいにい ぶっくす)を検索する  

CiNii Books -大学図書館の本をさがす（http://ci.nii.ac.jp/books/） 

Webcat Plus（http://webcatplus.nii.ac.jp/） 
 
 

＜概要＞ 
CiNii Booksの拡張版です。収録データは全国の大学図書館だけでなく、出版者提供の複数の図書情報データベースから成っています。 

一般的な一致検索の他に、検索語から関連性の高い単語を抽出し、それを含む図書を広く探し出す + 連 想 検 索 機能がある

ことが特徴です。また、全てではありませんが目次など図書の内容に関する情報を知ることもできます。 

2. 他大学を検索する  Webcat Plus (うぇぶきゃっと ぷらす)を検索する  

① 

② 

NII（えぬあいあい）とNACSIS（なくしす） 
NII(国立情報学研究所）は、かつて、NACSIS(学術情報センター)という名称でした。NACSIS時代に
作ったシステムなので、未だに”NACSIS”という名前をそのまま使っていることがありますが、NII＝
NACSISだとお考え下さい。 

＜概要＞ 
「CiNii Books」は、国立情報学研究所が運用する目録所在情報サービス
(NACSIS-CAT)に蓄積されてきた、全国の大学図書館等約1200館が所蔵する
約1,000万件（のべ1億冊以上）の本の情報や、 約150万件の著者の情報を検
索することができます。 
 
検索結果からは、地域での絞り込み、また所蔵機関のOPACへのリンクが表示
される場合もありますので、より詳しい所蔵情報も確認することができます。
しかしすべての大学図書館が参加しているわけではないので、注意も必要です。 

③ 

④ 

※探したい図書の書名や著者名などがわかっ    

 ているときは、       をします。 

④国立国会図書館、公共図書館、大学図書館等の所蔵状況が 

 確認できます。 

“詳細検索画面“ 

別ウィンドで書誌詳細が表示されます 



京都府図書館総合ネットワーク（http://www.library.pref.kyoto.jp/klibnet/） 

3. 近隣の公共図書館を検索する  京都府図書館総合目録ネットワーク を検索する 

4. 国立国会図書館を検索する  国立国会図書館 NDL-OPACを検索する 

国立国会図書館（https://ndlopac.ndl.go.jp/F?func=file&file_name=login&?RN=808283795） 

＜概要＞ 
京都府下の公共図書館の蔵書を横断検索できます。府立図書館の
図書は、京都府下の他の公共図書館へ取り寄せることもできます。 

“検索条件入力“ “入力条件の絞り込み“ 

タブ切り替え 

＜概要＞ 
国立国会図書館法（昭和23年法律第5号）により、国内で発行
されたすべての出版物を、国立国会図書館（NDL）に納入す
ることが義務づけられています。 
NDL-OPACではそれらを含む所蔵する、和洋図書、雑誌・新
聞、電子資料、古典籍、国内博士論文、地図、音楽資料・映像
資料、規格・科研費報告書等が検索できます。また、雑誌記事
索引もあります。 

学内で貸出中の本に予約をか
けて待つくらいなら、公共図
書館に借りに行った方がいい
場合もあります。 
郷土資料など、学内より充実
している場合もアリ。 

“検索“ 

“詳細検索画面（図書）“ 

“詳細検索画面（雑誌等）“ 

WorldCat.org（http://www.worldcat.org/） 

5. 海外の図書館を検索する ～ WorldCat.org  と  British Library ～ 

British Library（http://explore.bl.uk/） 

＜概要＞ 
OCLC(Online Computer Library Center)に参加する図書館の総合
目録。WorldCatでは、世界中の10,000以上の図書館の所蔵コレク
ションやサービスについての情報が提供され、約15億件を超える資
料を見つけることができます。 

＜概要＞ 
英国図書館（BL）が提供するOPACです。日本国内では入手できな
いものでも、BL所蔵の洋資料は通常の文献複写依頼と同様に図書館
を通じて依頼することができます。 

Advanced search（詳細検索） 

Advanced search（詳細検索） 



ここまで見てきた以外にも、便利なオンライン目録がありますので、紹介します。 
  ※カーリル以外は、京都大学図書館機構のページにリンクがあります。 京都大学図書館機構＞資料検索＞資料検索 

6. その他の便利な図書館・オンライン目録 

国立国会図書館サーチ（NDLSearch）
（http://iss.ndl.go.jp/） 
＜概要＞ 
国立国会図書館が所蔵する資料の全てを探すことができる
ほか、都道府県立図書館、政令指定都市の市立図書館の蔵
書、各種のデジタル情報などを探すことができます。
CiNiiBooksとの横断検索連携を開始しました(‘12/10/4)。 

Calil（かーりる）（http://calil.jp/） 

＜概要＞ 
日本各地の公共図書館・主要な大学図書館の所蔵状況を一度に検索する
ことができるサイトです。自分の居住地などを設定すれば、必要な図書
が、近隣のどの図書館が持っているかわかります。 

日本古典籍総合目録 
（http://base1.nijl.ac.jp/~tkoten/about.html） 
＜概要＞ 
日本の古典籍総合目録です.ウェブ版『国書総目録』. 
*『国書総目録』：慶応3年までに日本人が著作、編集あるいは翻訳し  
 た書籍を採録した目録 

全國漢籍データベース  
（http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/kanseki/） 
＜概要＞ 
全国の主な漢籍所蔵機関の蔵書が検索できます。 
漢籍とは、「中国人が中国語を用いて著した書物のうち、おおむね
清代まで（辛亥革命以前）の人物が著した書物」としています。た
だし参加機関それぞれで目録のとり方が異なっており、必ずしも統
一が取れているわけではなく例外もあります。 



Amazon.com 
（http://www.amazon.com/） 
 
＜概要＞ 
Amazonが提供する、大規模なオンライン販
売目録で、購入可能な洋資料等が検索できま
す。一部の図書は中身の検索も可能。 

8. 購入する Amazon.com（あまぞん どっと こむ） と  AbeBooks.com（あべぶっくす どっと こむ）  

AbeBooks.com 
（http://www.abebooks.com/） 
 
Abebooks.comは北米や欧州を中心に、イ
ンターネット上で古書や貴重書の販売を行っ
ているサイトです。 
目録もインターネット上で公開されていて、
検索できるようになっています。 

① 

② 

③ 

＊日本のAmazonは、↓こちら↓ 
      http://www.amazon.co.jp/ 

③Advanced search（詳細検索） 

①Books を選択 

②Go 

これまで見てきたオンライン目録では検索できない資料、例えば古い時代の図書や、特殊言語資料を探すには、
冊子体の目録やCD-ROM、オンラインデータベースなどを調べることになります。 
京都大学附属図書館1F参考図書コーナーには、以下のような目録がありますのでご活用ください（これらはほ
んの一部です）。こうした参考図書の使い方や、目録に載っていない資料等の各種調査については、附属図書
館1F参考調査カウンター、またはご所属の図書館室にお尋ねください。 

7. オンライン目録で検索できない資料 

古い年代の資料を探す 
『国立国会図書館蔵書目録・帝国図書館和漢書図書書名目録』 
他にも国会図書館関係の蔵書目録はたくさんあります。 
 

『National Union Catalog, Pre-1956 Imprints』 
米国議会図書館（LC:Library of Congress）作成の世界最大の冊子総合目録。 
米国・カナダの700館以上の図書館の、1955年までに発行された図書の所蔵がわかります。 

Advanced search（詳細検索） 

http://www.amazon.com/


平成24年度 全学共通科目 情報探索入門 第6回 
《目録情報とその利用法》：資料3 宿題解説 

目次 
 

例題(1)  図書 京大に所蔵が “ある” 場合 

 
例題(2)  図書 京大に所蔵が “ない” 場合 
 

例題(3)  雑誌 京大に所蔵が “ある”場合 

 
例題(4)  雑誌 京大に所蔵が “ない” 場合 

1 



例題1 図書 京大に所蔵が“ある”場合 

【Point!】基本的な検索方法を理解する（AND検索など）。 
     検索の流れと電子ブック（=EB）がある場合の閲覧方法を理解する。 

回路理論の計算法 浅川毅監修, 東京電機大学編. 第2版.東京電機大学出版局, 2005.3. 

タイトル    著者（編者）名 版表示 出版者（社） 出版年 

■AND検索：「 」 （すぺーす）を使う 
 
書名に「回路理論」「計算法」の両方の単語を含む 
図書を探す場合、単語（回路理論）と単語（計算法） 
の間にスペースを入力します。 
AND検索（「回路理論」も「計算法」も“含む”を検索） 
で、より絞り込んだ検索ができます。 
 

※入力方法 
資料2「Kuline検索のコツ①」を参照！ 

計算法 回路理論 

回路理論 
かつ 
計算法 

2件hit 

約340件hit 
約100件hit 

2 



例題1 図書 京大に所蔵が“ある”場合 

より絞り込みたい場合は、、、 
資料種別にもチェックを入れます。 

①？ 

② 

③ 

3 

回路理論 計算法 



例題1 図書 京大に所蔵が“ある”場合 

“図書“と”電子ブック“が 
あることがわかります。 

    ラベル 
：図書の背に貼付されています 

？ 

？ 

④ 

⑤ 

4 

ND 
46 
カ1 請求記号 



例題1 図書 京大に所蔵が“ある”場合 

？⑦ 

⑥ 

5 

a00****** 
パスワード 



例題1 図書 京大に所蔵が“ある”場合 

⑧ 

⑨ 

6 



例題1 図書 京大に所蔵が“ある”場合 

 

いずれかに○を！ 
電子ジャーナル（=EJ）/電
子ブック（=EB）/なし 

 

所蔵館 
学外の場合は組織名 

 

配置場所 
学外の場合は配置コード 

 

請求記号 
学外の場合はNCID 

 
1 

 

EJ  /  EB  /  なし 
 

附図 
 

2F開架 
 

ND||46||カ1 

7 



なぜ、「所蔵館」「配置場所」「請求記号」がいるの？？？ 

4F 

3F 

1F 

2F 

B1M 

B1 

B2 

学習室24 
愛知 

犬山 

大阪 
熊取 

和歌山 
瀬戸臨海 滋賀 

大津 

吉田 

南部 

北部 

吉田南 

桂 
宇治 

京都 

京都大学の蔵書数：約???万冊 

附属図書館の蔵書数：約??万冊 

約??万冊分の1を探す！ 

8 

約660万冊 

約88万冊 

約13万冊 



例題2 図書 京大に所蔵が“ない”場合 

【Point!】京大に所蔵のない図書の検索方法を理解する。 
              “シリーズもの”の資料とは？ 

回路理論 
かつ 
計算法 

マヨネーズ・ドレッシング入門：食品知識ミニブックスシリーズ / 小林幸芳著 ; . 日本食糧新聞社, 2005. 

タイトル    シリーズ名    著者（編者）名 出版者（社）    出版年    

「マヨネーズ」で検索、ヒットせず。 
「ドレッシング」で検索、1件ヒットしますが、「会計ドレッシング 10episodes」という図書が
ヒットします。 
「入門」で検索すると鬼のようにヒット。 
 
「学内にない」と表示された場合、タイトルだけではなく、著者名を入れて検索するなど、 
 

の検索語で何回か検索する 
 

ことが大切です。 

？ 

9 

複数 



例題2 図書 京大に所蔵が“ない”場合 

より絞り込みたい場合は、、、 
資料種別にもチェックを入れます。 

①？ 

② 

③ 

④ 

10 

マヨネーズ ドレッシング 入門 



例題2 図書 京大に所蔵が“ない”場合 

     書誌検索結果一覧 
Kulineで「他大学検索」をクリックすると、蔵書検索した条
件で、他大学図書館等の所蔵検索/ 表示をします。 

？ 

？ 

⑤ 

⑥ 

11 

他大学の所蔵を探してみる 他大学を検索 

NII 



例題2 図書 京大に所蔵が“ない”場合 

シリーズもの 

⑦ 

?⑧ 

※ 

12 

食品知識ミニブックシリーズ 



なぜ「NCID」が大切なの？ 

 
他の図書館から取り寄せる場合に、 

書誌レコードNCIDで書誌同定 

するからです。 

例題2 図書 京大に所蔵が“ない”場合 

 

いずれかに○を！ 
電子ジャーナル（=EJ）/電
子ブック（=EB）/なし 

 

所蔵館 
学外の場合は組織名 

 

配置場所 
学外の場合は配置コード 

 

請求記号 
学外の場合はNCID 

 
2 

 

EJ  /  EB  /  なし 
 

千里金襴 
 

なし 
 

BA74054826 

前のページ NII書誌詳細の右側「関連情報」 
※「他の図書館から取り寄せる」の部分です。 

NCIDとは、 

NACSIS-CAT(国立情報学研究所 目録所在情報サービス）内で資料に与えられ
たコード番号です。 
 

資料2「2.他大学を検索する CiNii Booksを検索する」を参照！ 

13 



例題3 雑誌 京大に所蔵が“ある”場合 

【Point!】前方一致検索の検索方法を理解する。 
              雑誌を検索するときの流れと、電子ジャーナル（=EJ）がある場合の 
      閲覧方法を理解する。 

回路理論 
かつ 
計算法 

“Oog1, an oocyte-specific protein, interacts with Ras and Ras-signaling  
 
 
proteins during early embryogenesis Original Research Article“  Biochem.  
 
 
Biophy. Res. Commun., 343(4),2006,p.1105-1112 S Tsukamoto, N Minami et al 

出版年    

論文名    

雑誌名（略誌名）    

巻号    ページ    著者名    著者名    

■前方一致検索：「*」 （         ）を使う 
 
前方一致検索とは、その後に何がきてもよいという検索方法です。略誌
名しかわからない場合やスペルミスのおそれがある場合等に使えます。 
 

※入力方法 
資料2「Kuline検索のコツ①」を参照！ 

？ 

14 

アスタリスク 



例題3 雑誌 京大に所蔵が“ある”場合 

より絞り込みたい場合は、、、 
資料種別にもチェックを入れます。 

①？ 

② 

③ 

15 

biochem* biophy* res* commun* 



正式には、 
 
 
 
というタイトルの雑誌でした。 
参考文献の記述では、このように略誌名で書かれることが多いです（和雑誌でもあります。「判タ」→「判例タイムス」など）。 

例題3 雑誌 京大に所蔵が“ある”場合 

Biochemical and biophysical research communications. 

④ 

× 

16 



例題3 雑誌 京大に所蔵が“ある”場合 

⑤ 

拡大すると、 

17 



例題3 雑誌 京大に所蔵が“ある”場合 論文の雑誌掲載巻号と出版年は、 
「343(4),2006」なので、 

⑥ 

⑦ 

18 



例題3 雑誌 京大に所蔵が“ある”場合 

↓指定した巻号のみ表示されます↓ 

⑨ 

⑧ 

⑩ 

19 



例題3 雑誌 京大に所蔵が“ある”場合 

20 

？⑫ 

？ 
⑪ 

20 

a00****** 
パスワード 



例題3 雑誌 京大に所蔵が“ある”場合 

論文の雑誌巻号とページは、 
「343(4),1105－」なので、 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

21 



例題3 雑誌 京大に所蔵が“ある”場合 

 

いずれかに○を！ 
電子ジャーナル（=EJ）/電
子ブック（=EB）/なし 

 

所蔵館 
学外の場合は組織名 

 

配置場所 
学外の場合は配置コード 

 

請求記号 
学外の場合はNCID 

 
3 

 

EJ  /  EB  /  なし 
 

医 
 

医図第1書庫洋雑誌 
 

B||7 

22 



例題4 雑誌 京大に所蔵が“ない”場合 

【Point!】完全一致検索の検索方法を理解する。 
              京大に所蔵がない雑誌の探し方を理解する。 

木村重信 : 遊びと芸術  美 （46） p3-5, 1975-04. 京都市立芸術大学美術教育研究会 

出版年    論文名    雑誌名    巻号    ページ    著者名    出版者（社）    

■完全一致検索：「#」（しゃーぷ）を使う  
 
タイトルなどが短い単語、または一般的な単語の時に使用すると便利な
検索記号です。「nature」だけで検索すると、ヒット件数が1万件を 
超えてしまいます。「#nature」で検索することでヒット件数は25件
に絞られます。 
 

※入力方法 
資料2「Kuline検索のコツ①」を参照！ 

23 



例題4 雑誌 京大に所蔵が“ない”場合 

より絞り込みたい場合は、、、 
資料種別にもチェックを入れます。 

①？ 

② 

③ 

24 

#美 



例題4 雑誌 京大に所蔵が“ない”場合 

⑤？ 

④ 

25 



例題4 雑誌 京大に所蔵が“ない”場合 

⑥ 

26 



例題4 雑誌 京大に所蔵が“ない”場合 

⑦ 

27 



例題4 雑誌 京大に所蔵が“ない”場合 

 

いずれかに○を！ 
電子ジャーナル（=EJ）/電
子ブック（=EB）/なし 

 

所蔵館 
学外の場合は組織名 

 

配置場所 
学外の場合は配置コード 

 

請求記号 
学外の場合はNCID 

 
4 

 

EJ  /  EB  /  なし 
 

京市芸 
 

図 
 

AN00206546 
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