
本と情報、図書館
活用法

－信頼できる情報源を知り、
活用するために－

東京海洋大学附属図書館
2022年度前期
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 情報検索スキル
 web上の情報源だけでなく、紙の本や雑誌を探すとき
にもweb検索を利用するのが主流です

 自分で必要な情報を取捨選択・活用できるようになり
ましょう

 図書館OPACの活用法
 本を探すツールとしての機能と、

オンラインサービス(MyLibrary)の機能があります

 必要な資料を借りられるように、検索のコツ、
MyLibraryの使い方を身につけましょう
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本演習で身につけたいスキル



準備：

 回答フォームを開く
 Microsoft365にログインして開いてください

演習：

1. テーマを決める

2. 検索キーワードを考える

3. OPACで蔵書検索をする-1

4. OPACで蔵書検索をする-2

5. OPACで蔵書検索をする-3

6. 図書リストを作成する

7. 記事リストを作成する

8. 海洋大図書館で入手可能か調べる

9. 8.の回答理由を説明する

10.書庫の利用方法を答える ※来館しないと解けません
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図書を探せるよ
うになる

論文(雑誌記事)
を探せるように
なる

目標

https://forms.office.com/r/jsACcj8qji


 品川図書館の書庫１階で、次の請求記号の資料を探
して、表紙のクイズを解いて、その答えを演習10.の
回答欄に記入してください。
 662.3/Ta97/SSR

 この問題は2022/4/22 16時に追加されました。

 そのため、それ以前に回答された、またはフォームを
開いていた方については必須回答ではありません。
 それ以降に開いた方には必須回答項目として表示され
ています。

 回答期間開始後の追加となり、申し訳ございません。3

演習10. について

662.3

Ta97

SSR



4

本日演習する主なサイト
OPAC / Webcat Plus
カーリル / CiNii Research

↑のサイト一覧ページへは、こちらから

https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/opac/opac_search/?lang=0
http://webcatplus.nii.ac.jp/
https://cir.nii.ac.jp/
https://cir.nii.ac.jp/
https://sfx11.usaco.co.jp/tumsat/az


①自分のテーマに関する本を探す

回答フォーム １,２ に記入してください

1: テーマ

2: 検索キーワード
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演習準備
作業・演習

https://forms.office.com/r/jsACcj8qji


本学図書館の所蔵 東京海洋大学図書館
OPAC

本の簡単な内容(目次情報）・
全国の大学図書館の所蔵 Webcat Plus

新書を探す 新書マップ

全国各地の図書館や
国立国会図書館の所蔵 カーリル、NDLサーチ
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本を探すサイトをまず知ろう

①本を探す

※探すものによってサイトを使い分けよう！

何を探す？ 使うWebサイト

世界各地の図書館の所蔵、
洋書を探す WorldCat

https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/opac/opac_search/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://shinshomap.info/
https://calil.jp/
https://iss.ndl.go.jp/
https://www.worldcat.org/


本学図書館の所蔵 東京海洋大学図書館
OPAC

本の簡単な内容(目次情報）・
全国の大学図書館の所蔵 Webcat Plus

新書を探す 新書マップ

全国各地の図書館や
国立国会図書館の所蔵 カーリル、NDLサーチ
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本を探すサイトをまず知ろう

①本を探す

※探すものによってサイトを使い分けよう！

何を探す？ 使うWebサイト

世界各地の図書館の所蔵、
洋書を探す WorldCat

本日の演習で
利用するのは
この3つ

※他のサイトは
補足編1の資料で
説明します

https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/opac/opac_search/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://shinshomap.info/
https://calil.jp/
https://iss.ndl.go.jp/
https://www.worldcat.org/


東京海洋大学図書館OPAC
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①本を探す

https://l ib.s.kaiyodai.ac.jp/

https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/opac/opac_search/?lang=0
https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/


①自分のテーマに関する本を探す

回答フォーム２に記入したキーワードで

海洋大図書館OPACで検索してみよう。

うまくヒットしましたか？
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演習 OPAC検索
作業・演習

https://forms.office.com/r/jsACcj8qji
https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/opac/opac_search/?lang=0
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東京海洋大学図書館OPAC
①本を探す

キャンパス
対象を品川図書館／越中島図書館
に絞ることができます

検索対象タブ
東京海洋大学になっている
ことを確認します

キーワードを入力

https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/opac/opac_search/?lang=0
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東京海洋大学図書館OPAC
①本を探す

書名が完全にわかっている
場合は、プルダウンメニュー
から「書名（完全形）」を
選んで検索すると、ノイズが
少なくなります資料区分

□図書に☑をいれると、
図書だけを検索できます

シラバス掲載図書は
こちらから

https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/opac/opac_search/?lang=0
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東京海洋大学図書館OPAC
①本を探す

タブ切り替えで、同じキーワードで様々なサイト検索もできます。
ただし、サイトによって検索対象が異なるのでご注意ください。

CiNii Books：図書・雑誌／国立国会図書館サーチ：国内資料
CiNii Research(論文)：雑誌論文／OACIS：海洋大の学術成果
カーリル：国内図書館の横断検索／ WorldCat：洋書

https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/opac/opac_search/?lang=0


検索のポイント

⚫入力は単語単位で

⚫単語は2つ以上、ヨミでもOK
（単語と単語の間はスペース）

⚫書名・著者名・出版者・出版年などを
入れる

東京海洋大学図書館OPAC
①本を探す

https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/opac/opac_search/?lang=0


「海の歴史」ジャック・アタリ著
プレジデント社 2018.9

• 海の歴史 139件
• ウミノレキシ 5件
• ウミノレキシ* 8件
• 海 歴史 376件
• ウミ レキシ 189件
• ウミ* レキシ* 206件 ※2020.5.12現在

キーワードの入れ方に
よってヒット件数が変わ

る！

キーワードの語尾変化や複数形を含む場合は、
「前方一致（あいまい）」検索（＊記号を使う）

東京海洋大学図書館OPAC
①本を探す

https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/opac/opac_search/?lang=0


◆ 考えられる別のことばで検索してみる
（「件名」参照、関連語・上位概念語・表記違い等）

江戸前 → 東京湾

ブラックバス → 外来魚、生物多様性

デパート → 百貨店

◆Webcat Plusで検索して表示された「連想ワード」
を使ってみる
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うまくヒットしない時のヒント
①本を探す

http://webcatplus.nii.ac.jp/
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ヒント！ 「件名/キーワード」をみる
①本を探す

件名/
キーワード

絞込項目



海洋大図書館OPACを使い、演習３～５に示
されている本を検索し、回答してください。

※「書誌事項」とは文献を探すための情報です。

花輪公雄『海洋の物理学』

共立出版 2017
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演習 蔵書検索
作業・演習

書名著者名

出版年出版者

https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/opac/opac_search/?lang=0&smode=1


検索結果の読み方

品：品川キャンパス
越：越中島キャンパス

「図」がついているものは「図書館」にあります。配架場所
・請求記号を確認し、図書館内で探してください。
それ以外は教員の研究室の本です（図書館内にはありません。
図書館にお問合せください）。

①本を探す

本を探すときは「請求記号」
をメモ！
請求記号とは：本の主題を表し、図書館
内での置き場所（住所）となるもの
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貸出中や他キャンパス所蔵の場合は
「予約」しよう

②所蔵図書館を探す

「予約」ボタンを
クリック
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MyLibrary（予約・照会・申込）

②所蔵図書館を探す 作業・演習

海洋大ID・パスワード（認証用
PW（PINコードではない方））
を入力してログイン。
「MyLibrary」とは、インター
ネット上で図書館サービスに
アクセスできる機能です。
利用後は必ず

https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/opac/opac_search/?loginMode=disp&lang=0&opkey=&cmode=0&smode=0
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MyLibrary（メールアドレス確認）
作業・演習

メールアドレスが登録されて
いるか、確認してください。
図書館からのメールを受信で
きるよう、未登録の方は登録
を、アドレス変更した場合は
更新をお忘れなく！

https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/opac/opac_search/?loginMode=disp&lang=0&opkey=&cmode=0&smode=0
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MyLibrary（返却期限日通知設定）

作業・演習

返却期限日の前日に確認メール
が届きます。
延滞防止のため、◎受け取る
に設定してください。

https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/opac/opac_search/?loginMode=disp&lang=0&opkey=&cmode=0&smode=0
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MyLibrary（貸出更新（延長））
作業・演習

返却期限日の延長
延長した日から2週間延長できます
（他の方から予約が入っていない場合に1回のみ）
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演習 Webcat Plus
作業・演習

自分では思いつかない
題名の本が見つかるの
でとても便利

例）本日のニュースに関する
記事文章をニュースサイトな
どからコピペして検索！

本の目次や帯に書かれた
ことばからも検索できる。

連想ワードで
絞込み

http://webcatplus.nii.ac.jp/
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Webcat Plus
詳細画面

本の表紙イメージ、
本の内容、目次も表示
される。

所蔵図書館確認には
「CiNii Booksで表示」を
クリック。
本学所蔵は、
「東京海洋大学附属図書館」
（越中島分館）と表示される。

①本を探す

http://webcatplus.nii.ac.jp/
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①本を探す

CiNii Books
詳細画面

学内から、またはリモートアクセス
すると、本学の所蔵が一番上に表示
されます
図書館所蔵のものは「図」と表示

「OPAC」ボタンから、
海洋大図書館OPACへ
移動→予約手続きする
ことができます

https://ci.nii.ac.jp/books/
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カーリル

②所蔵図書館を探す

ログインすると、市町村と大学などあわせて10件まで
お気に入り図書館を登録して、所蔵・貸出状況を
まとめて確認することができる

海洋大以外の図書館の所蔵を
まとめて検索できる

https://calil.jp/


Webcat Plusで見つけた本が、どの図書館
にあるのか、海洋大OPAC、CiNii Books、
カーリルなどを使って、実際に所蔵している
図書館を探す。

回答フォーム ６ 図書リスト
を作成してください。
※図書館（品川／越中島）で借りられる図書を

少なくとも1冊探すこと。
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演習 図書リスト作成
作業・演習

http://webcatplus.nii.ac.jp/
https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/opac/opac_search/?lang=0
https://ci.nii.ac.jp/books/
https://calil.jp/
https://forms.office.com/r/jsACcj8qji


専門的な情報 専門事典・図鑑など

雑誌論文・記事
CiNii Research

/JDreamIII

統計情報 NDLリサーチ・ナビ

新聞記事 縮刷版、有料DB
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様々な情報源を使う
～さらに深く調べるために～

※探すものによって情報源を使い分けよう！

何を探す？ 使う情報源

③更に深く調べる

https://cir.nii.ac.jp/
http://jdream3.com/
https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/


専門的な情報 専門事典・図鑑など

雑誌論文・記事
CiNii Research

/JDreamIII

統計情報 NDLリサーチ・ナビ

新聞記事 縮刷版、有料DB
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様々な情報源を使う
～さらに深く調べるために～

※探すものによって情報源を使い分けよう！

何を探す？ 使う情報源

③更に深く調べる

本日の演習で
利用するのは

これ

※リサーチ・ナビは
補足編1の資料で
説明します

https://cir.nii.ac.jp/
http://jdream3.com/
https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/
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CiNii Research
（サイニィ リサーチ）

③更に深く調べる

国内学協会や大学が発行している雑誌に掲載された論文・
記事のほか、研究データやプロジェクト情報など、研究活
動に関わる情報を探すサイトです。

例）「論文」タブからあるテーマの特集号を探して，異な
る立場から論じた文献を読んでみましょう。

https://cir.nii.ac.jp/
https://cir.nii.ac.jp/
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CiNii Research検索結果のみかた

③更に深く調べる

著者名 掲載雑誌名 ページ 発行年巻号

論文へのアクセス、
文献入手方法確認
アイコン

論文名

https://cir.nii.ac.jp/
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雑誌論文を入手するには？

③更に深く調べる

この論文にアクセスする
タイトル下のボタンをクリック！
その場で論文が読めます

ボタンがない時

をクリック！

実際に入手する方法のナビ
ゲーションページが表示さ
れます
※学内／リモートアクセスの場合
のみ表示



からのナビゲート3つの方法

方法１：▼電子ジャーナル
インターネット上でフルテキストが
入手できる。基本的に無料。

方法２：▼所蔵情報
海洋大に掲載雑誌があるかどうか
確認し，あればコピーする。
コピー代要負担。

方法３：▼文献取り寄せ
方法１・２で入手できない時，
詳細は「MyLibraryのすすめ」
を参照。コピー代＋送料負担。
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雑誌所蔵の確認
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雑誌を探す

棚番号
越中島分館の場合は
「棚番号」もメモし
ておきましょう

所蔵巻号
求める巻号（Vol.No.)
があるか確認します
受入継続中の場合は＋
が付いています

請求記号
製本されている分は、
請求記号が付与され、
書庫にあります

配架場所
「図書館」が含まれる所蔵が
あるか確認します



ボタンが表示されない場合

③更に深く調べる

掲載雑誌名

Find It ボタンは学内のみで利用できる機能です。
学外でCiNii Researchを利用していて
Find It ボタンが表示されない場合は、
掲載雑誌名でOPAC検索をしてみてください。
所蔵巻号欄に、読みたい論文の掲載巻号がある
→図書館で読める！

巻号

https://cir.nii.ac.jp/
https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/opac/opac_search/


CiNii Researchで雑誌論文・記事を探す。
図書館で入手できるか確認する。

図書を探すよりも、狭義・専門用語キーワード
でもOK。漢字・ひらがな・カタカナ表記に注意。
例）蛋白質・たん白質・たんぱく質・タンパク質

【演習】
７ 記事リスト を作成してください
８ 海洋大図書館で入手可能か調べてください
９ ８の回答理由を答えてください37

演習 CiNii検索
作業・演習

https://cir.nii.ac.jp/


 品川図書館の書庫１階で、次の請求記号の資料を探
して、表紙のクイズを解いて、その答えを演習10.の
回答欄に記入してください。
 662.3/Ta97/SSR

 この問題は2022/4/22 16時に追加されました。

 そのため、それ以前に回答された、またはフォームを
開いていた方については必須回答ではありません。
 それ以降に開いた方には必須回答項目として表示され
ています。

 回答期間開始後の追加となり、申し訳ございません。38

演習10. について（再掲）

662.3

Ta97

SSR



回答フォームを送信してください。

※回答者＝出席者として扱います。

※本演習で紹介しなかった

・各種検索サイト

・図書館サービス

については、補足資料をご覧ください
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演習まとめ
作業・演習

https://forms.office.com/r/jsACcj8qji
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・本や情報がうまく探せない時
・資料が見つからない時
・探し方をもっと知りたい時 など
「お問い合わせ」より、お尋ねください。

図書館は、資料提供・学習環境の提供とともに
人的サービス（レファレンスサービス：探し物・
調べ物のサポート）もしています！

参考：現在のサービス状況

質問はご遠慮なく！

https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/advice/
https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/off_campus_service/

