
1



最初に蔵書検索の方法について説明します。
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岩手大学図書館の資料を探すときは、「OPAC」というデータベースを使い
ましょう。

OPAC というのは Online Public Access Catalog の略です。

まずは岩手大学図書館のホームページを開きます。（Google などで 「岩
手大学図書館」等で検索すれば出てくると思います。）

写真の上部にある、「蔵書検索（OPAC)」という緑色のボタンをクリックして
ください。
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「蔵書検索（OPAC)」ボタンをクリックすると、OPACの画面に行くことができ
ます。

検索方法には「通常検索」と「詳細検索」があります。

手っ取り早く、キーワードなどで探したい場合は「通常検索」を使います。

詳しく指定して検索したい場合は「詳細検索」を使います。
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通常検索の場合は、検索ボックスに、探している図書や雑誌などのタイト
ル、作者、キーワードなどを入力して検索します。
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詳細検索の場合は、まず「詳細検索」の画面を開きます。
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「通常検索」では入力フィールドが一つだけでしたが、「詳細検索」画面で
はタイトル、編著者名、出版年などの条件よる検索機能が用意されてい
ます。

例えば、「キーワード」欄に探している資料に関するキーワードを入力す
ると、『タイトル／編著者名／件名／目次／アブストラクト』を部分一致で
検索します。

※「すべてを含む／いずれかを含む／いずれも含まない」を選択できま
す。
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検索すると、図書館が所蔵する資料の中から、入力したキーワードに関連する
資料の一覧が表示されます。

画面左側には「資料種別」や「著者」などの絞り込み条件が表示されます。

条件を絞り込むには、表示されている条件をクリックして、再度検索します。

画面右側には、書名や編著者名などの資料情報が表示されます。

資料名をクリックすると、《検索結果詳細》が表示されます。
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検索結果一覧画面は、通常「お薦め順」になっていますが、お好みで「出
版年順」、「タイトル順」などに並び替えできます。
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上図の赤色で囲まれた部分には、書名や著者名など、本の情報が表示
されます。さらに詳しい内容は、下の方の「詳細情報」欄に表示されます。

ここで、資料の刊年や別書名、著者情報などの詳しい書誌情報を確認で
きます。

真ん中の青色で囲まれた「巻号情報」部分には、この本が岩大図書館の
どこにあるのか、といった「所在」情報や、貸出状況が表示されます。
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資料がどこにあるか確認するには、①「所在」、②「請求記号」をみます。

①「所在」には資料の配架場所が表示されます。

「図書館開架」「電動書庫」「積層書庫」「２F宮沢賢治コーナー」など、どのフロア・エリ
アにあるかを確認します。この本に関しては、館内では「図書館開架」（日本語の図
書なので３階）と電動書庫に配架されていることがわかります。また、一番下に「研：
人欧米研究」とありますが、これはこの資料が図書館の中ではなく研究室にあること
を示しています。

②「請求記号」は資料の分野、著者を示す記号です。

この請求記号のラベルが実際に本の背表紙に貼られています。本は本棚にこの番
号順に並んでいますので、控えておくと本棚の前で本を探しやすいでしょう。

資料の中には所在調査中のため利用できない資料や、非公開の資料、
研究室に配架されている為にすぐに利用できない資料がありますので注
意してください。研究室の資料を利用したいときは、カウンターにご相談く
ださい。
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探した資料を借りられるかどうか確認するには、③「状況」、④「貸出区
分」を確認します。

③「状況」には、資料が貸出中であれば「貸出中」と表示されます。（）内の
日付は返却予定日です。貸出中の資料は予約できます。

ただし、“状況欄に何も表示されていない“＝“利用できる状態“であっても、
他の利用者が館内で利用していて、すぐに利用できない場合もあります
ので注意してください。

④「貸出区分」に「禁帯出」と表示されていれば、館内での利用は可能、
貸出は禁止の資料です。

資料が見つからない場合はカウンターにご相談ください。
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また、「所在」欄に表示されている「図書館開架」、「図書館電動」などの配
架場所をクリックすると、

配架場所の案内図が表示されますので、資料を探す際の参考にしてくだ
さい。
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館内の簡単な配置図は、図書館ホームページや図書館利用案内（リーフ
レット）にも記載されていますが、本の場所がわからない時にはお気軽に
カウンターでお尋ねください。
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OPACで資料を検索すると、「一致する資料は見つかりませんでした。」と表
示されることがあります。

この場合、3つの可能性が考えられます。

①実際に持っていない（所蔵がない）

②持っているけれど、まだデータ登録されていない（新しすぎる、古い資料、
特殊な資料）

③持っていて登録されているけれど、検索語（キーワード）に誤りがある

②については、実際にカウンターで尋ねる方法しかありませんが、レアな
ケースだと思います。

多くの場合、①か③のため、キーワードを変えて検索するか、外部のデータ
ベースなどを使用して資料情報を確認しましょう。
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岩手大学図書館のOPACからは、検索対象タブを切り替えることで、「他大
学所蔵」の資料や「国立国会図書館」の資料を検索することができます。

「CiNii Articles」のタブからは、国内の論文を探すことができますので、こち
らも試してみてください。

他にも、「岩手県内図書館横断検索」「国内リポジトリ」等から、“同じ条件
で探す”こともできます。
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岩手大学図書館に資料がない場合、以下の方法で資料を入手できます。

①オンラインで無料公開されていないか

（例）公的機関で発行している白書・年鑑・統計などのデータ、大学などで発行している
雑誌の論文、大学で契約している電子ジャーナルなど。

②他の図書館を利用する場合、原則無料で利用できますが、紹介状が必要な場合も
ありますので、必要に応じて、１階カウンターにご相談ください。

③岩手大学にはないが他の大学や図書館にある場合は、本自体を取り寄せる「相互
貸借」、一部のコピーを取り寄せる「文献複写」のサービスがあります。「相互貸借」の
場合は送料が、「文献複写」の場合は複写料と送料の実費が利用者の負担になりま
す。特に「相互貸借」の場合、図書の重さによっては、3,000円を超えることもあります
ので、利用する際は注意してください。

④図書館に置いてほしい資料があれば、「購入リクエスト」ができます。本学の学生限
定で、年に５冊までリクエスト可能です。
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また、図書館では通常の図書、雑誌の他に電子ブックや電子ジャーナル
を購入しています。

電子ブックや電子ジャーナルを利用する時は、図書館のホームページか
ら利用できます。
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電子ブックや電子ジャーナルを大学外から利用する場合はVPN接続が必
要になる場合があります。

電子ジャーナルについては、厳守事項をよく読んだうえで利用してくださ
い。

※データの再配信・再販売、サブライセンスの禁止、データの修正・改変
（二次的著作物の創作等）の禁止、個人利用の範囲を超える大量ダウン
ロード・アクセスの禁止などの制限があります。

電子ブックについても、著作権法上の制限等がある場合がありますので、
それぞれのサイトの利用案内をよく読んだ上で利用してください。また、同
時アクセス数に制限がある場合もありますので、使い終わったらログアウ
トをお願いします。
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OPACの検索結果一覧画面で「電子資料の表示」アイコンがある場合はオ
ンラインで利用できる場合があります。

その場合は、クリックするとデータ掲載ページに飛びますが、一部しか論
文が公開されていない雑誌にもリンクが貼られており、必ず本文が読め
るとは限らないので、その点はご了承ください。

（一部の電子ブックや電子ジャーナルはOPACで検索できません。）
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岩手大学図書館OPACでは検索できない学術資料・情報もたくさんありま
す。

それを補ってくれるのが外部の団体が運営するデータベースです。

ここからは、岩手大学図書館OPACでは検索できない学術情報を検索でき
る、外部のデータベースを紹介していきます。
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図書館ホームページ上部に表示される「分野別情報源」をクリックすると、
外部のデータベースが掲載されています。

それぞれのデータベースに特徴があり、掲載情報が異なります。

これらのうち、いくつかをご紹介します。
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CiNiiArticlesは国立情報学研究所が運営する日本の学術論文を中心とし
た論文情報のデータベースです。

国内の学協会刊行物、大学研究紀要などに掲載された約1,600万の論文
情報を検索できます。

（論文本体へのリンクが用意されている論文情報が多数あり）

原則として無料で利用できますが、大学内からCiNiiArticlesを利用する場
合は岩手大学図書館OPACへのリンクサービスを利用できます。

大学外からこのサービスを利用する場合は、VPN接続を行ってください。
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（例）感染症、予防、災害に関係のある論文を探したいとき

①「感染症 予防 災害」で論文を検索

②検索結果から読みたい論文タイトルをクリック

③「この論文にアクセスする」のところにあるオレンジのボタンをクリック

※この論文の場合は、J-STAGEのホームページから確認できます。
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（例）感染症、予防、災害に関係のある論文を探したいとき

④J-STAGEのホームページが表示されます。

⑤PDFをダウンロード

26



CiNiiBooksは国立情報学研究所が運営する書籍・雑誌情報データベース
です。

全国の大学図書館・研究機関等が所蔵する約1,000万件の書籍・雑誌情
報を検索できます。

CiNiiArticlesと同じく、原則として無料で利用できますが、大学外から学内
と同じ条件で利用したい場合は、VPN接続を行ってください。
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カーリルは全国7200館以上の図書館の蔵書情報・貸出状況を検索でき
るデータベースです。

検索時に地名を選択すると、その場所から近い図書館を自動的に選択し
て検索できますので、探している資料が近くの図書館で貸出可能かどう
かを知ることができます。
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国立国会図書館サーチは日本最大の図書館、国立国会図書館が運営す
る学術情報のデータベースです。

国立国会図書館が所蔵する資料を中心として、都道府県立・政令指定都
市の市立図書館の蔵書、または他の機関が収録している各種のデジタ
ル情報などを幅広く検索することができます。
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Google Scholarはグーグル社が運営する、検索対象を学術情報に特化し
た学術情報データベースです。

論文や論文抄録、政府刊行物などの学術資料を対象に検索を行います
が、資料の使用言語を問わず検索できますので、外国語の論文などの検
索に便利です。
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また、図書館ホームページ上部に表示される「データベース」をクリックす
ると、学内で利用可能な有料データベースの一覧が表示されます。

これらは岩手大学図書館が運営団体と使用契約を結んだことにより使用
できるデータベースで、無料（自己負担なし）で利用できます。

自分のノートPC、タブレット、スマートフォンからも利用できますが、大学構
内からアクセスする場合は学内無線LAN（iwate-u-net）接続、大学外から
アクセスする場合はVPN接続が必要です。
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聞蔵Ⅱビジュアルは朝日新聞社の新聞・雑誌記事のデータベースです。

朝日新聞、週刊朝日など、朝日新聞社発行の新聞・雑誌に掲載された記
事を検索、利用できます。

大学外から利用する場合はＶＰＮ接続を行って下さい。
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ルーラル電子図書館は「農業と食」をテーマにしたデータベースです。

農山漁村文化協会が発行する、『現代農業』、『農業技術大系』、『聞き書
き日本の食事』などのデジタルデータを検索、利用できます。

基礎的な農業知識、農業用語の使われ方を調べることができます。

大学外から利用する場合はＶＰＮ接続を行って下さい。
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JapanKnowledgeは約50種類の辞事典、叢書、雑誌が横断検索できるイン
ターネット辞書・事典サイトです。

辞書、事典としての機能の他、会社四季報、週刊エコノミスト、東洋文庫や
日本古典文学全集なども利用できます。

例えば、元号「令和」が記載されている部分を調べてみることもできます。

「令和」は「万葉集」の「梅花（ばいか）の歌３２首」の序文にある

「初春（しょしゅん）の令月（れいげつ）にして、気淑（きよ）く風和（やわら）ぐ」

の部分から引用した旨がニュースで紹介されていましたので、この中の「初
春令月」を検索ボックスに入力して検索してみます。
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検索結果に「日本古典文学全集」の「萬葉集４０ページ」と結果が表示さ
れたので、クリックします。
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萬葉集の４０ページが表示され、梅花（ばいか）の歌３２首が記載されて
いる部分を探すことができます。

大学外から利用する場合はＶＰＮ接続を行って下さい。
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Scopus（スコーパス）は、エルゼビア社が運営する論文の抄録・引用文献
データベースです。

1800年代以降に発表された外国語の論文の抄録に加えて、1996年以降
に発表された外国語の論文の抄録、参考文献も収録しています。

大学外から利用する場合はＶＰＮ接続を行って下さい。
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化学書資料館は日本化学会が編纂した『化学便覧』、『実験化学講座』、
『標準化学用語辞典』を検索、利用できる化学レファレンスサイトです。

大学外から利用する場合はＶＰＮ接続を行って下さい。
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SciFinderⁿ（サイファインダー・エヌ）はCAS(Chemical Abstracts Service＝米
国化学会 (American Chemical Society) の情報部門)が提供する化学情報
を検索、利用できるデータベースです。

主に物質科学に関する論文、特許情報、化学物質および有機化学反応
情報を検索、利用できます。

なお、利用には利用者登録が必要です。１階カウンターに申し込んでくだ
さい。

39



図書館のホームページでは、本日紹介したものを含め、学習や研究に役
立つ各種のデータベースを紹介しています。

先程も説明したとおり、有料データベースを利用する場合は、学内ネット
ワークに接続した端末で利用してください。
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利用の際は、各データベース毎の利用上の注意を守って利用してくださ
い。
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VPN接続は、組織の外から安全、かつ、利便性を損なわず、組織内の
ネットワークシステムを利用する技術です。

VPNを使用することで、安全とは言い切れない学外ネットワークの中に、
暗号化され他者から覗き見られない仮想的な通信路を作り、これを介し
て学内のネットワークシステムと通信することにより、学外にあるPCなど
が、あたかも学内にあるかのように、安全に通信できるようになります。

VPN ぶいぴーえぬ （virtual private network ）

仮想プライベート・ネットワーク。インターネットなどの公衆回線を認証や暗号化

技術を使い、あたかも専用回線のように利用できるネットワークサービス。

（中略） 日本大百科全書(ニッポニカ) JapanKnowledge 2016.04.01

VPN接続を行う際は、まず岩手大学情報基盤センターのページ
（https://isic.iwate-u.ac.jp/）にアクセスし、「VPN接続」をクリックします。
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「認証が必要です」

というメッセージが表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は大学から配布されたメールアドレスの＠より前の部分、パス
ワードは大学から配布されたメールアドレスのパスワードと同じです。
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情報基盤センターのVPN接続の利用方法のページが表示されるので、接
続設定ファイルをダウンロードし、インストールしてから利用します。情報
基盤センターのページをよく読んで設定してください。

ＶＰＮ接続を行うことにより、岩手大学図書館が運営団体と使用契約を結
んだ有料データベースを、大学外からも利用できるようになります。
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マイライブラリとは図書館が提供する個人用のポータルサイトです。

貸出・予約状況の確認、資料の貸出延長や予約、資料の購入リクエスト
など、便利な機能がありますのでぜひ活用してください。
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マイライブラリへのログイン方法は２パターンあります。

（パターン１）

OPACのトップ画面の右上の方に「マイライブラリ」という表示があるのでク
リックします。
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ユーザー名は大学から配布されたメールアドレスの＠より前の部分、パ
スワードは大学から配布されたメールアドレスのパスワードと同じです。
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（パターン２）

OPACのトップ画面のカレンダー下に、ユーザー名とパスワードを入力して
もログインできます。
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ログインすると、マイライブラリのメイン画面が表示されます。

ここでは、図書館からのお知らせや依頼情報など、各種情報の確認や、
サービスの利用ができます。
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借りている図書の貸出期間延長をしたい時は、マイライブラリメイン画面
の「借用中の資料」→「図書館から借りている資料」をクリックします。
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表示された「図書館から借りている資料」のうち、延長したい資料の「延長
する」ボタンをクリックすると、１回に限り、貸出期間を延長することができ
ます。

図書館に足を運ばなくても、マイライブラリから延長手続きができますの
で、是非利用してください。
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また、マイライブラリにログインすると、貸出中で借りられなかった資料を
予約することができます。

ログイン後に資料検索すると、貸出中の図書には「予約」というアイコンが
表示されます。

「予約」アイコンをクリックすると、予約入力画面が開くので、必要事項を
記入して申し込みます。

※ほかのページからも予約入力可能。
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岩手大学に所蔵がなく、他大学所蔵の本を取り寄せて借用したい時には、
「他大学所蔵」のタブに切り替えて、借りたい図書を検索します。
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「借用を依頼」ボタンをクリックします。
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借用を依頼したい図書の情報と「支払区分」「資料の依頼範囲」を入力し、
「確認に進む」ボタンをクリックします。
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依頼内容を確認したら「この内容で依頼」ボタンをクリックします。

送料は自己負担ですので、よく考えてから申し込みましょう。
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他大学から雑誌のコピーを取り寄せる場合は、図書と同じように「他大学
所蔵」タブから雑誌タイトルなどから検索し、「複写を依頼」ボタンをクリッ
クします。
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複写の場合は、具体的に欲しい論文の著者名、論文名、巻号等の情報も
記入しましょう。
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続いて、「支払区分」「資料の依頼範囲」「印刷方法」を入力し、「確認に進
む」ボタンをクリックします。
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依頼内容を確認したら「この内容で依頼」ボタンをクリックします。
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岩手大学にはない図書については、「今後も利用されるだろう」「うちの図
書館にもぜひ置いてほしい」という物があれば、年間一人5冊まで購入リ
クエストをすることができます。

予算の関係上、必ずしも全て買えるとは限りませんが、「選定基準」から
外れるものでなければ極力購入しています。
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その他にも、指定した条件にあてはまる資料が新しく図書館に入った時
にその情報が表示される「新着情報」や、過去に借りた資料が年度ごとに
表示される「履歴」（過去５年分）、検索した図書のうち、気になる本をブッ
クマークして、後で確認できる「ブックマーク」など、便利な機能があります。
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マイライブラリは、使い終わったら必ずログアウトしてください。

ログインしたままにすると、個人情報漏洩やなりすましによる不正利用の
原因になることもありますので、注意しましょう。

63


