
琉球大学附属図書館
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今日の学習の流れ

①なぜ図書館を使うのか

②琉大図書館にある資料（図書・雑
誌）の探し方

③琉大図書館にない資料（図書・雑
誌）の利用の仕方
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なぜ図書館を使うのか
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皆さんが図書館を利用する主な目的は、授業で
出た課題やレポートに使う資料を集めるためか
と思います。

ただ、最近は「インターネット」だけでも情報を集
めることはできます。

ではなぜ、図書館を使うのでしょう。

その前に、まずはもう一つの情報集めのツール
であるインターネットを利用する上でのメリットと
デメリットについて考えてみましょう。



なぜ図書館を使うのか

⚫インターネットの無料情報

⚫ メリット

⚫ ①誰でも情報発信できる

②速報性が高い

③情報をカバーする範囲が広い

4

①②その場に居合わせた人が簡単にリアルタイムの情報を発信できるため、あっという間に情報が広まります。
③情報を発信する人の数が多いので、情報をカバーする範囲も広いです。



なぜ図書館を使うのか

⚫インターネットの無料情報

⚫デメリット

①信頼性の低い情報も多い

②情報が書き換えられたり、消えたり

しやすい
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①誰が発信しているのか分からない情報も多いです。悪意をもって発信された情報もあれば、悪意はなくても根
拠のない誤った情報もあります。

②今日見た情報が明日には消えているということもあり得るので、インターネットの情報を利用する時には十分
注意しましょう。



なぜ図書館を使うのか

⚫図書館の情報（本・雑誌）

⚫ メリット

①誰が書いた資料なのか確認できる
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①専門家が書いているのか、書いてあることに責任を持てる人が書いているのかを確認することができます。



なぜ図書館を使うのか

⚫図書館の情報（本・雑誌）

⚫ メリット

②信頼性が高い

（※インターネットと比較して）
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②本や雑誌は、基本的には出版社から出版されています。
編集者などのチェックが入ってから出版されているため、信頼性は高いといえます。

ただし、書かれていることが絶対に間違っていないというわけではないので、複数の本・雑誌を読み比べるなどし
て、自分自身で信頼性をチェックする作業は必要でしょう。



なぜ図書館を使うのか

⚫図書館の情報（本・雑誌）

⚫ メリット

③情報が固定化されている
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③一旦出版されると内容を簡単に書き換えることは出来ません。
何度でも同じ情報を確認することが出来ます。



なぜ図書館を使うのか

⚫図書館の情報（本・雑誌）

⚫デメリット

①速報性が低い
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①編集者のチェックが入るなど、発行されるまでに時間がかかるので、インターネットに比べると、速報性は低い
です。



なぜ図書館を使うのか

⚫大学でレポートや論文を書く際
に重要なこと
⚫ 信頼性の高い情報に基づくこと

⚫ 過去に行われた研究を踏まえて自分
の考えを述べていくこと
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大学で学習や研究を進める時、インターネットだけに頼らない情報収集が必要です。
図書館もどんどん活用していきましょう。



図書館にある資料
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図書館にはさまざまな資料があります。
図書や雑誌などの紙の資料だけではなく、電子ブックや新聞記事データベースなどの電子資料
もたくさんあります。今回は図書と雑誌について紹介します。

紙の
図書・雑誌

新聞 電子ブック・
ジャーナル

データベース
（新聞・辞書など）



図書の探し方

⚫図書館の図書
⚫ 本の背にラベルが貼ってある
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図書館の資料は大きく分けて、図書と雑誌があります。



• 1段目 分類記号

–日本十進分類法

• 2段目 著者記号

• 3段目 巻号

• 3段をまとめて

「請求記号」
と呼ぶ

背ラベルの例

分類記号

図書記号

410.4

BE

※「5分でたのしむ数学50話」（エアハル
ト・ベーレンツ著;鈴木直訳）
という本の背ラベル

図書の探し方
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1段目

2段目

3段目



図書の探し方

⚫背ラベルについて
⚫ 分類記号

日本十進分類法（NDC）を基に、その本の
分野を数字で表したもの

⚫ 著者記号

その本の著者の姓のアルファベット2文字

⚫ 巻号

シリーズの番号など
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分類記号については、補足資料「NDC日本十進分類
表」もチェックしてください。



日本十進分類表の例（数学分野）

410 数学

411 代数学

412 数論［整数学］

413 解析学

414 幾何学

415 位相数学

417 確率論.数理統計学

418 計算法

419 和算.中国算法
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410は“自然科学”の中の「数学」です。
補足資料の「日本十進分類表」では、百の位と十の位までが表示されていますが、実際には一の
位や小数点以下の番号も使ってより細かい分類ができます。



図書の探し方

⚫図書館の図書
⚫ 「請求記号」の順に並んでいる

→同じテーマの本がまとまって並ぶ

→周りの本も要チェック！

図書館の本は

背ラベル（請求記号）の順
※1段目（分類記号）の順→2段目（著者記号）の順

に並んでいます
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演習問題

⚫図書館資料検索入門編の
問1を解いてください
⚫ 補足資料「NDC日本十進分類表」を使って
解く問題です

⚫ 分類記号を書くときは分類表から番号を選
んでください

⚫ 正解は一つとは限りません

※「送信」ボタンはまだ押さないでください。
演習問題を全て解き終えてから押してください。
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キーワード
「フラクタル」で検索

図書館ウェブサイトの「蔵書検索」に探したい図書の
タイトルや関連するキーワードを入力し、虫眼鏡のボ
タンをクリックします。

実際に図書館ウェブサイトで
蔵書検索してみましょう
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①

②

蔵書検索画面の解説
【本/各種項目について】

①キーワードを追加してさらに絞り
込んだ検索をすることができます。

②検索結果の並び順は「出版年
順」で表示されます。ほかにも「タイ
トル順」や「著者名順」に並べ替える
こともできます。
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蔵書検索画面の解説
【本/各種項目について】

④

③

③資料種別、出版年、著者名などでさらに絞り込
んだ検索をすることができます。必要に応じて
使ってください。
④条件に該当した図書の件数が表示されます。
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検索結果の中で気になる本があったら、
タイトルをクリックします。

実際に１件選んでみましょう

クリック
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① ②

蔵書検索画面の解説
【本/詳細情報のページについて】

①図書の表紙画像が表示されます。
②緑色の文字がタイトルです。

③著者が誰か、出版社や出版年は合っているかなどを確認して、
自分が読みたい本なのかをチェックしましょう。

ちなみに「責任表示」は、本を書いた人・団体（～著、～訳、～編な
ど役割によって変わってきます）のことです。

③
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④

蔵書検索画面の解説
【本/詳細情報のページについて】

クリック
内容目次情報について
④「内容目次情報」をクリックすると、その
本の概要や目次情報が表示されます。
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蔵書検索画面の解説
【本/詳細情報のページについて】

本を探す時には、目的の本なのか赤枠部分
をよくチェックしましょう。チェックし終わったら、
次は「所蔵情報」です。
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⑤ ⑥ ⑦

蔵書検索画面の解説
【本/詳細情報のページについて】

所蔵情報について
⑤その本が貸出可能なのか貸出不可なの
かが表示されます。
⑥その本が図書館のどこにあるのかが表
示されます。
⑦その本の背ラベル（請求記号）の情報が
表示されます。
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貸出中の時

⚫「予約」ボタンが出る

※予約のやり方は『琉大生のための情報リテラシーガイドブック2021』 p.32～「貸出
中の本の予約」を参考にしてください。

検索結果画面の解説
【本/詳細情報のページについて】

「状態」では、「貸出可」以外に「貸出中」と「研究室貸出」
と表示される場合があります。
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研究室貸出の時

⚫ 教員の研究室にある本

⚫ 図書館にはない

※どうしても必要な場合は、図書館へご相談ください。

蔵書検索画面の解説
【本/詳細情報のページについて】
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蔵書検索画面の解説
【本/詳細情報のページについて】

「所在」で表示された場所の名前（青色の文字）をクリッ
クすると、地図が表示されます。



29

蔵書検索画面の解説
【本/詳細情報のページについて】

⚫3段目に数字や文字が表示される
シリーズものの本など、何冊かに分かれている本の場合は、請求記号の3段
目にその本が何巻目かを表す数字や文字が表示されます。

上の例では、4巻目の本ということが表されています。

何冊かに分かれている本の時

1段目

2段目

3段目
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蔵書検索画面の解説
【本/詳細情報のページについて】

「所蔵情報」で「状態」「所在」をチェックし終わったら「請求記号」を
メモするなどして、その請求記号のある書棚へと向かいましょう。
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③

【おまけ】新たに検索したい時

①

②

蔵書検索を行うシステムのことを、
ロゴに書いてある「Online Public Access
Catalog」の頭文字をとって「OPAC（オ
パック）」と呼ぶこともあります。

「所蔵情報」で「状態」「所在」をチェック
し終わったら「請求記号」をメモするなど
して、その請求記号のある書棚へと向
かいましょう。



蔵書検索のコツ【その1】

⚫出来るだけ短い単語で検索する
⚫ 単語に区切る → 「沖縄」「歴史」

⚫ 複数のキーワードはスペースで区切る
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例えば、沖縄の歴史に関する本を探している時、
「沖縄の歴史」と検索すると、『沖縄の戦後の歴史』のように
間に他の言葉が入った本を検索することができません。

必ず単語で区切り、スペースを入れることを忘れないように
しましょう。



蔵書検索のコツ【その2】

⚫キーワードを言い換える
⚫ 沖縄→琉球・那覇・宮古・糸満 etc.

⚫ 歴史→文化史・戦後史・近代史 etc.

⚫ 沖縄 歴史→琉球史
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例えば、「沖縄」をより詳しい地域名で検索したり、「沖縄」
「歴史」２つのキーワードを組み合わせて「琉球史」としたり、
柔軟な発想でさまざまな言い換えを試してみましょう。



蔵書検索のコツ【その3】

⚫前方一致検索をする

【日本語の資料の場合】

⚫ キーワードの一部を入力

【外国語の資料の場合】

⚫ キーワードの最後にアスタリスク（*）をつける

⚫ 「Librar*」で検索

→ Library・Libraries・Librarian・Librarianship

単数形と複数形、活用形を一度に検索される
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例えば「沖縄の歴史と」で検索すると
「沖縄の歴史と旅」「沖縄の歴史と文
化」といった本が検索されます。



演習問題

⚫図書館資料検索入門編の

問2～4を解いてください

※「送信」ボタンはまだ押さないでください。

演習問題を全て解き終えてから押してください。
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雑誌の探し方
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ここまでは、図書の探し方について説明
してきました。

次は雑誌の探し方について説明します。



雑誌の探し方

⚫大学における雑誌
⚫ 学術雑誌

⚫ 「学術論文」が載っている
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大学に置かれている雑誌は一般の書店で見かけるもの（ファッ
ション雑誌など）とは違い、専門的な学術的な情報が載ってい
る雑誌です。
読みたい論文が雑誌に載っている時には、その雑誌を探しに
行きましょう。



雑誌の探し方
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図書館では同じ雑誌がある程度（１年分等）たまると丈夫な表
紙をつけるなどして製本することがあります。このように製本さ
れた雑誌を「製本雑誌」と呼びます。

製本雑誌



雑誌の探し方

１階⚫ 雑誌の置き場所

⚫ 新着雑誌：1階ロビー

⚫ 1976年～最近：1D, 1C室

⚫ 1975年以前：1A室 多目的ホール
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雑誌はすべて1階にあります。
発行された年によって置いて
ある部屋が異なります。
探しに行くときには、「発行年」
に十分注意して探しに行きま
しょう。



雑誌の探し方

１階

多目的ホール
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⚫ 雑誌の並び順：雑誌名順

⚫ 外国雑誌＝アルファベット順

⚫ 和雑誌＝五十音順

雑誌に背ラベルはありません。
雑誌名順に並んでいます。



雑誌名
「生物科学」で検索
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蔵書検索画面の解説
【雑誌】

雑誌は、本を検索する時と同様に「蔵書検索」で検索するこ
とができます。
今回は「生物科学」という雑誌名で検索してみましょう。
雑誌を検索する時には、必ず雑誌名で検索してください。
論文タイトルから検索することはできません。
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蔵書検索画面の解説
【雑誌】

左側の項目から「雑誌」を選び、雑誌に絞り込むことができます。
では、「雑誌」をクリックしましょう。
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蔵書検索画面の解説
【雑誌】

9件に絞り込むことができました。
では、「生物科学」というタイトルの雑誌を選んでみましょう。
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蔵書検索画面の解説
【雑誌】

本を探す時と同じように、自分の目的の雑誌なのか
赤枠の中をよくチェックしましょう。
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蔵書検索画面の解説
【雑誌】

自分の目的の雑誌なのかチェックできたら、「所蔵情
報」をチェックします。そして「所蔵情報」の中にある「所
蔵巻号」から目的の巻号が図書館にあるかをチェック
します。
次のスライドでは、巻号の読み方について説明します。



雑誌の探し方 【巻号の読み方】

1(1), 2, 3(1, 3-4 ), 4-5+

【例】

※年4回発行で4冊で1巻となる雑誌の例
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所蔵巻号がこのように表示されている雑誌があったとする
と、持っている巻号は下のイメージ図のようになります。



雑誌の探し方 【巻号の読み方】

⚫ 巻（号）

カッコの中は巻号の号数を表している

カッコの外は巻号の巻数を表している

1(1) → 1巻1号

1(1), 2, 3(1, 3-4 ), 4-5+

【例】
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雑誌の探し方 【巻号の読み方】

⚫ カッコ無しは全ての号が揃っている巻
2 → 2巻は1号～4号が全て揃っている

⚫ カッコ有りは抜けている号がある巻
3(1, 3-4) → 3巻は2号がない

⚫ 「+」は今後も継続して購入するという表示
今は5巻までしかないが、今後6巻以降も増える

1(1), 2, 3(1, 3-4 ), 4-5+
【例】
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雑誌の探し方 【巻号の読み方】

49巻2号が欠号
1-40, 41(2-4), 42-48, 49(1, 3-4), 
50-70

49



図書と雑誌の貸出冊数と貸出期間

50

区分 

図書 雑誌 

貸出冊数 貸出期間 貸出冊数 貸出期間 

学部学生 10 2 週間 0 館内閲覧のみ 

大学院生 15 2 週間 5 
貸出日の次の
平日開館日ま
で 

 

（＊1）

＊1 3階参考図書室、2階沖縄閉架資料室の資料を除く

館内閲覧のみの資料は、著作権法の範囲内で必要な部分をコピーすることができます。



演習問題

⚫図書館資料検索入門編の

問5を解いてください
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よろしければアンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。



琉球大学に本がなかったら

52

ここまでは、琉大図書館に所蔵のある資
料の探し方について説明しました。

次に、どう検索をしても琉大図書館に自
分の目的の本が無かった時の本の入手
方法について説明します。



琉球大学に本がなかったら

⚫リクエスト

⚫他機関から取り寄せ

53

琉大図書館に目的の本が無かった場合には、リクエストまた
は他機関からの取り寄せを行い、本を入手します。どちらも図
書館ウェブサイト内の「My Library」から申し込めます。
まずは、 My Libraryへのアクセス方法を説明します。



※補足資料「図書館の使い方 My Libraryの使い方」や
『琉大生のための情報リテラシーガイドブック2021』 p.19～
「My Library」も参考にしてください。 54

My Libraryへアクセスしましょう
①

②

③

My Libraryへアクセスする方法は
①図書館ウェブサイト画面右上の「My Library Login」
をクリックします。
②画面左側（琉球大学統合認証システムでログイン）
のログインボタンをクリックします。
③情報基盤統括センターのIDとパスワードを入力し、
「ログイン」をクリックします。



琉球大学に本がなかったら

⚫リクエスト

※『琉大生のための情報リテラシーガイドブック2021』 p.44～「図書購入リクエスト」も
参考にしてください

55

クリック

リクエストしたい時は、「学生用図書購入リクエスト」をクリックしましょう。
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リクエスト依頼申込画面

「新規依頼」をクリックします。
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リクエストの方法リクエスト依頼申込画面

必要項目を入力して送信するとリクエストすることができます。
リクエストする時には、「My Library」のホーム画面の「図書館からのお知ら
せ」に掲載している「学生用図書購入リクエストについて」というお知らせも
ご一読ください。



琉球大学に本がなかったら
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⚫リクエストの決まり事
⚫ 無料

⚫ 本が入るまでに時間がかかる

図書館の本は、本であれば何でも購入できるという訳ではありま
せん。
リクエストする時には、「My Library」のホーム画面の「図書館か
らのお知らせ」に掲載している「学生用図書購入リクエストについ
て」というお知らせもご一読ください。



琉球大学に本がなかったら

⚫他機関から取り寄せ

※『琉大生のための情報リテラシーガイドブック2021』
p.46～も参考にしてください。
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クリック
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他機関から取寄せ依頼申込画面

「新規複写依頼」または「新規貸借依頼」をクリックします。



61

他機関から取寄せ依頼申込画面

リクエストと同じように必要な項目を入力し送信します。



琉球大学に本がなかったら
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⚫他機関から取り寄せ

⚫複写とは
必要なページを複写（コピー）したもの

⚫貸借とは
本をまるごと１冊他機関から借りること



琉球大学に本がなかったら
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⚫他機関から取り寄せの決まり事
⚫ 有料

（送料や手数料、コピー代など）

⚫ 早ければ申込みから約１週間～10日
程で届く

⚫ 複写物や本が届いたらメールで連絡

メールはこまめにチェックするようにしましょう。
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【おまけ】My Libraryから連絡先を登録する方法

①「貸出状況確認・延長」から「利用者情報
変更」をクリックします。
②ご自身の電話番号・携帯番号・E-mailアド

レスを入力して、「利用者情報変更」をクリッ
クします。

※必ず連絡が取れる連絡先を入力してくだ
さい

③最後に入力した情報が正しいものか確認
して「登録内容変更確定」をクリックします。

自動貸出機を使ってセルフでの貸出・返却・
延長を行うにはMy Libraryで連絡先を登録
する必要があります。
お時間のある時にぜひお手続きください。

①

クリック

②

③

利用者情報変更の画面

自動貸出機
※2階カウンター前にあります



琉球大学に本がなかったら
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「リクエスト」と「他機関からの取り寄せ」については
以上です。「My Library」にログインしている人はログ
アウトしましょう。

次は、本を幅広く検索するときに便利なデータベー
ス（CiNii Books)を紹介します。

琉大図書館に無い本を探す時などにご活用ください。



琉球大学に本がなかったら

⚫ CiNii Booksとは

⚫ 国内の大学図書館にある図書を検
索できる

⚫ 琉大図書館の蔵書検索よりも対象と
なる資料が多い

66
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CiNii Booksへアクセスしましょう

CiNii Booksへアクセスする方法は
①図書館ウェブサイトへアクセスします。
②「データベース/Datebase」の「図書を探す」から
「CiNii Books」をクリックします。
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CiNii Booksへアクセスしましょう
琉球大学の蔵書検索と同じように検索できます。
CiNii Booksの検索結果を参考にリクエストや取り寄
せの申込みをするのもいいでしょう。



まとめ

データベース（CiNii Articlesなど）や
参考文献・辞典・辞書などで資料検索

PCで閲覧・プリントア
ウトして入手

学内の所蔵確認

琉大にない

図書館で閲覧・コピー
して入手

県内の他の図書館を探す
他機関から取り寄せる

琉大にある

インターネットで
利用できない

インターネットで
利用できる

他の図書館・機関の
ルールに従って利用
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まとめ

①なぜ図書館を使うのか

②琉大図書館にある資料（図書・雑
誌）の探し方

③琉大図書館にない資料（図書・雑
誌）の利用の仕方
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おわり

お疲れさまでした

何か分からないことがあったときは

図書館までお尋ねください
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