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1.図書館について

ここです
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図書館を利用するときは･･･
学生証が必要です

• 入館/退館するとき
• 本を借りるとき
• DVD等を利用するとき
• 地下書庫を利用するとき
• 個人ブースを利用する
とき

ここから
は静粛に

食べ物は
もちこめません
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1階ラーニングスペース

3階グループ学習室

図書館には･･･
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2階/3階
個人ブース

3階メディアスペース

図書館には･･･
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図書館ホームページへのアクセス

https://www.chubu.ac.jp/
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図書館ホームページ
https://library.bliss.chubu.ac.jp/
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図書館資料について

紙媒体資料

図書（本）・雑誌・新聞

電子媒体資料

電子ブック・電子ジャーナル

データベース

その他

視聴覚資料
11

２．図書館資料の探し方
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ＯＰＡＣ: Online Public Access Catalog

何ができるのか

図書館、研究室に所蔵する図書、雑誌の検索

学外からもアクセス可能

何がわかるのか

所蔵があるか、どこにあるのか

貸出可能か、予約可能か

※ 図書、雑誌、視聴覚資料の検索・・○

雑誌掲載論文の検索・×

新聞記事の検索・・・×

蔵書検索 ＯＰＡＣ
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ＯＰＡＣ 検索実習

１．タイトルや
著者名etc.を入力

２．検索キーを押す

「日本史」「小和田」で検索 注意！一緒に検索しないでください

春日井市図書館
CAN(愛知学院・
南山大学)の図書
も検索できます！
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検索結果 一覧画面

① タイトル
② 配置場所
③ 請求記号

「貸出中」の
場合、予約が

できます

３つをメモ

③

①

②

請求記号が本の背
にラベルで

貼ってあります
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図書館の本はジャンル(主題)
ごとに並んでいる

000 総記 500 技術・工学

100 哲学 600 産業

200 歴史 700 芸術・美術

300 社会科学 800 言語

400 自然科学 900 文学

資料の並び方と分類番号

利用案内p.25参照

←分類番号
←著者記号
←巻数、年数

請求記号
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検索結果 詳細画面

青字選択で
配架マップ
---------------
「請求票」
選択で印刷し
本をさがす
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検索実習１ キーワード検索 (AND検索)

次の２つのキーワードで検索し、検索結果件数と、
詳細画面から書名等を記入してください。

(A)環境 エコ (B)スポーツ 競技 (C)大統領 政治

＜記入欄＞
検索結果件数 ＿＿件

①書名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(指定課題)

配置場所：＿＿＿＿＿＿＿

請求記号：＿＿＿＿＿＿／＿＿＿＿＿＿／＿＿＿＿＿＿

②書名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(自由課題)

配置場所：＿＿＿＿＿＿＿

請求記号：＿＿＿＿＿＿／＿＿＿＿＿＿／＿＿＿＿＿＿
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検索実習２ AND検索とOR検索の比較

次の２つのキーワードで、両方含まれる場合のみヒット
するAND検索(空白でつなぐ)と、いずれか含まれればヒットす
るOR検索(+でつなぐ)を行って、検索結果を比較してください。

(A)食品 食料 (B)減災 防災 (C)天候 気象

＜記入欄＞
検索結果件数 AND検索 ＿＿件 OR検索 ＿＿件
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検索のポイント
漢字がわからないとき

・ひらがなで検索
例：東野 圭吾 ？ → ひがしの けいご

事典？辞典？ → じてん

ヒット件数が多すぎるとき
・キーワードの前に「#」を入力

例：#世界

・資料種別に☑を入れる
例：#世界 ☑雑誌

ヒットしない、もしくは件数が少ないとき
・同義語・類義語の活用

例：絵描き （ヒット件数が少ない）
→ 画家 絵師 芸術家 アーティスト

・キーワードを「＋」でつなぐ 論理和(OR)検索
例：ごはん＋ライス いずれかが含まれる資料を検索
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検索実習３ キーワードを考える

次の内容から、自分でキーワードを考えて検索し、正しい本
を見つけてください。

＜記入欄＞

キーワード：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

書名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

著者名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

配置場所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

請求記号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

哲学者カントの書いた「純粋理性批判」は名著と言われるが、カント
自身が書いたオリジナルはなかなか難しい本である。この本は、カン
トの研究者高峯一愚が入門者向けに易しく「純粋理性批判」を解説し
たものである。
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検索実習３ キーワードを考える

次の内容から、自分でキーワードを考えて検索し、正しい本
を見つけてください。

＜記入欄＞

キーワード：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

書名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

著者名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

配置場所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

請求記号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

哲学者カントの書いた「純粋理性批判」は名著と言われるが、カント
自身が書いたオリジナルはなかなか難しい本である。この本は、カン
トの研究者高峯一愚が入門者向けに易しく「純粋理性批判」を解説し
たものである。

カント純粋理性批判入門

例）純粋理性批判 入門

高峯一愚

2F/和図書1

134.21/Ta 43



雑誌論文の検索
・CiNii Articles
・JDreamIII
・医中誌Web など

新聞記事の検索
・日経テレコン
・中日新聞･東京新聞記事

データベース
・聞蔵Ⅱビジュアル

・ヨミダス文書館

利用案内p.20参照

データベースの利用
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論文の検索
キーワード：エネルギー 地球 環境 温暖化

論文名：家庭内のコミュニケーションが省エネルギー行動に与
える影響

雑誌名：日本エネルギー学会誌
巻号,ページ,発行年：98巻1号,P.1-8,2019年発行
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新聞記事の検索
キーワード：ラグビー W杯 日本

見出し：ラグビーＷ杯、開幕まで２００日
大型壁面装飾でＰＲ 東京・有楽町

新聞名：朝日新聞 2019/3/4



本や雑誌をさがす
→ＯＰＡＣで、タイトルや著者名、主題で検索

論文や文献をさがす
→電子ジャーナルや外部データベースで

掲載冊子誌名、論文名、著者名で検索

新聞記事やニュースを探す
→新聞記事データベースで、

見出し、記事内容、掲載日などで検索

25

情報の探し方

調べるツールを間違えると、必要な情報は探せない。
わからないことを調べるにも、最低限の知識と情報が必要。

まとめ
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図書館主催講習会
文献検索基礎講習会 6･10月頃開催
データベース講習会 6･10月頃開催

学生選書
授業に必要な本や新しい参考書を
自分たちで選ぶイベント 年2回開催

図書館からのお知らせ


