
図書館活用論

2018年4月～5月

東京工業大学附属図書館

情報リテラシ第一



地下1階, 2階

落ち着いた図書館空間

2階,3階

快適な学習空間

外観
大岡山本館01/09



広々とした閲覧スペース

無線LANが使えます

蔵書数約67万冊

図書館スペース （地下1階）
大岡山本館02/09



03/09
リベラルアーツ資料 （地下1階）
大岡山本館

東西の古典的名著や
DVDが並んでいます



04/09
語学・留学用資料 （地下２階)
大岡山本館

語学学習のための資料や
留学関連の資料があります



05/09

三角形の学習スペース

机や椅子を自由に動かして
グループ学習が行えます

２階学習スペース
大岡山本館



06/09

PC（教育用端末）を8台設置

グループ研究室
授業の課題などの
グループ学習､ゼミ・研究発表に

使えるもの：
多機能ホワイトボード､
プロジェクター&スクリーン

３階学習スペース
大岡山本館



07/09

船のような外観

蔵書数約15万冊

外観
すずかけ台分館

館内全体で無線LANが使えます



コミュニケーションエリア
すずかけ台分館08/09

AVブースや大型TVも！

リベラルアーツ資料、
語学・留学用資料、
留学生用資料があります



09/09
憩いの空間 ペリパトス文庫
すずかけ台分館

小説、新書、ガイドブックなど
気軽に読める本を集めた文庫です

予約可（貸出中の場合）

大岡山から取り寄せもできます



図書館活用論

情報リテラシ第一



図書館を活用して必要な図書を

入手できるようになりましょう！



本日のながれ

1

2

3

4

5

図書を検索する

検索した図書を手にとるまで

図書が棚にない場合

必要な図書が図書館にないとき

著作権について6

もっと広がる学術文献の世界7

電子資料の紹介



1. 図書を検索する



1-1 東工大蔵書検索の特徴

検索対象

検索語

わかること・できること

大岡山本館､すずかけ台分館にある図書や雑誌などの資料

タイトルや著者名などのキーワード

資料の有無､どこにあるか､貸出可能か

貸出中の図書への予約

他キャンパスからの図書取寄せ



1-2 東工大蔵書検索へのアクセス

https://www.libra.titech.ac.jp/

https://www.libra.titech.ac.jp/


1-3 簡易検索

簡易検索

タイトル・著者名・出版年・主題・目次などの項目を

まとめて検索できます



1-3 簡易検索

｢レポートの書き方｣についての図書

を簡易検索でさがしてみます



1-3-1 検索結果一覧

自分が検索した条件が表示されます

｢レポート｣と｢書き方｣が

含まれる図書が75件ヒットしました



1-3-2 検索結果のしぼり込み



1-3-2 検索結果のしぼり込み

｢しぼり込み検索｣で条件を追加して

検索結果をしぼり込むことができます



1-3-3 検索結果詳細

図書のタイトル / 著者名など

出版地, 出版者, 出版年



1-4 詳細検索

｢簡易検索｣よりも細かく

検索条件を指定することができます



1-5 スマートフォンでの検索

スマートフォンからも

パソコンと同じように図書の検索が可能です



演習問題 PART1

問題用紙をよく読み､答えを解答用紙に記入してください



演習問題 PART1

解答・解説



2. 検索した図書を手にとるまで



2 検索した図書を手にとるまで

蔵書検索で場所を調べる

図書をみつける

図書を借りる

探している図書が図書館のどこにあるかを調べます。

実際に図書がある場所に行って図書をみつけます。

図書を借りる手続きを行います。

1

2

3



2-1. 蔵書検索で場所を調べる

図書のある場所を調べる方法についてご説明します。



2-1-1 検索結果詳細

所蔵情報
図書がある場所をあらわします

図書情報
図書の情報をあらわします



2-1-2 所蔵情報のみかた

図書があるエリアをあらわします

エリア内のどこかに

図書があります



2-1-2 所蔵情報のみかた

図書は｢請求記号｣順にならんでいます

816.5

Sa

東工大大岡山

分類番号

著者記号

巻冊次

[背ラベル]

①

②

③



2-1-2 所蔵情報のみかた(フロアマップ・大岡山)

地下1階 地下2階



2-1-2 所蔵情報のみかた(フロアマップ・すずかけ台)

1階 2階

3階

画像差替



2-1-2 所蔵情報のみかた

貸出可： 図書館内にあり､図書を借りることができる状態

禁帯出： 図書館内で利用できるが､借りることはできない図書

貸出中： 誰か他の人が図書を借りている状態 ※｢返却予定日｣と｢予約数｣が表示されます

例：予約が2人の場合



2-2. 図書をみつける

図書がある場所に行き､図書をみつける方法についてご説明します。



2-2-1 目的の図書を確認する

論理性を鍛えるレポートの書き方 / 酒井浩二著



2-3. 図書を借りる



2-3-1 貸出・延長手続き

図書の貸出

図書館のカウンター or 自動貸出機

自動貸出機は事前にメールアドレス or 携帯電話番号の登録が必要

学士課程の学生は 10冊まで 2週間借りられます

返却期限の延長

図書館のカウンター or 自動貸出機

一冊につき一回だけはオンラインで手続可能

自動貸出機



2-3-2 返却手続き

図書の返却

カウンターのスタッフまたは返却ボックスへ

閉館中は図書館の外にある返却用ブックポストへ

どちらのキャンパスでも返却可能

大岡山本館1F入口付近 大岡山本館地下1F入口付近 すずかけ台分館入口付近

▲

返却用ブックポスト



2-3-3 注意事項

学生証 と PINコード（6桁の数字）

を忘れずにお持ちください！

図書館に来るときは



演習問題 PART2

問題用紙をよく読み､答えを解答用紙に記入してください



演習問題 PART2

解答・解説



3. 図書が棚にない場合



3-1 図書が棚にない場合

図書の場所がわかっても本棚でみつからない場合もあります

理由１

理由２

あるべき場所に図書が置かれていない

だれかが使っている最中

お気軽にカウンターまでおたずねください



3-2 蔵書検索からの予約・取り寄せ

ユーザーID：学籍番号

メールアドレス：事前に登録を行ったアドレス



4. 必要な図書が図書館にないとき



4-1 公共図書館で借りる （カーリル）

好きな地域の公共図書館を

調べることができます



4-2 図書館に図書をリクエストする

学習用図書として､長期的に多くの学生に利用される資料であることを前提としま

す。

選書の基準

希望図書が利用可能になりしだい､ご連絡します。連絡

後､附属図書館カウンターにて一週間取り置きます。

和書の場合は１～２ヶ月程度､洋書の場合はそれ以上の

日数がかかる場合があります。

ご利用上の注意

購入可否の結果は電子メールでご連絡します。



4-3 学外から取り寄せる

リクエストよりも早く利用することができます。

他の大学図書館から図書を取寄せることができます。

ただし､送料やコピー代がかかります。

2018/04/10



4-4 それでもみつからなかったら…

カウンターで…

Askサービスで…

図書館のスタッフへ相談!!



5. 電子資料の紹介



5-1 電子資料の紹介

理科年表プレミアム

化学書資料館

｢理科年表｣大正14年(1925年)の創刊から

最新年度版までの過去93年分のデータを検索､閲覧可能

｢化学便覧｣・｢実験化学講座｣・｢標準化学用語辞典｣ を総

合的に検索､閲覧可能



5-1 電子資料の紹介

聞蔵Ⅱビジュアル

記事検索データベース

朝日新聞や雑誌｢週刊朝日｣などの記事を

検索､閲覧可能

・朝日新聞(1985～ )､ 週刊朝日・ＡＥＲＡ

・朝日新聞縮刷版､昭和戦後紙面(1945～1989)､

平成紙面(1989～1999)

・現代用語事典 知恵蔵

・人物データベース



5-1 電子資料の紹介

ジャパンナレッジ Lib

約50種類の辞書・事典､叢書､雑誌を検索､閲覧可能

（収録コンテンツの一例）

【事典】

日本大百科全書､ 日本人名大辞典､ imidas､

現代用語の基礎知識 など

【辞書】

日本国語大辞典、大辞泉､ ランダムハウス英和大辞典、

プログレッシブ英和/和英中辞典､ CAMBRIDGE英英辞典、

理化学英和辞典、医学英和辞典 など

【その他】

化学辞典、会社四季報、週刊エコノミスト、東洋文庫 など



5-2 気をつけてほしいこと

大量にダウンロードをしないこと

個人の学術研究および教育の目的のみで使用すること

複製や第三者に再配布しないこと

提供元が大量であるとみなすような行為は､おやめください。

全学のアクセスが停止されるおそれがあります。

必要な情報のみ､その都度ダウンロードしてください。

https://www.libra.titech.ac.jp/ej_notice

くわしくは以下のページもご覧ください

https://www.libra.titech.ac.jp/ej_notice


6. 著作権について



6 著作権について

著作物は著作権法で保護されています

著作権者の許諾なしに

複製（コピーなど）を行ってはいけません

⇒ 例外的に許諾なしの複製（コピー）が可能

｢著作権法31条 図書館等における複製｣

※いくつかの条件があります！



演習問題 PART3

問題用紙をよく読み､答えを解答用紙に記入してください



演習問題 PART3

解答・解説



演習問題 Part3 問2-① 解説

著作物の一部分であれば､図書館でコピー可能です。

全文のコピーはできません。

通常｢一部分｣とは著作物の｢半分以下｣と解釈されています。

(1976年の｢著作権審議会第4小委員会報告書｣による)



演習問題 Part3 問2-② 解説

図書館では有料､無料にかかわらず

他人の代わりにコピーしてはいけません。

著作権法第31条にて､図書館でのコピーは｢利用者の求めに応じ､その調

査研究の用に供するために｣複写可能と定められています。

そのため､複写が可能となるのは調査研究を行う利用者本人であり､他の

人のためにコピーすることはそれに違反することになります。



演習問題 Part3 問2-③ 解説

適切な引用※であれば､他人の文章を自分のレポート内で用いることができま

す。

レポートなどで使う際には､｢引用｣として自分の文章と明確に区別して､必ず出

典を明示しなければなりません。

※ 適切な引用：自分の考えを補強するために最低限必要な範囲

他人の著作物を､自分の文章扱いしてはいけません。



7. もっと広がる学術文献の世界

重要な学術文献である論文について少しだけご説明します。



最新の研究成果は､論文として発表されます。

7-1 最新の研究成果､論文



7-2 論文をさがすツール（CiNii Articles）



7-3 論文をさがすツール（Web of Science）

出典:クラリベイト・アナリティクス Web of Science



7-4 もっと詳しく知りたい人は



図書館を活用して､

すてきな学生生活を。
ご清聴ありがとうございました。図書館でお待ちしています。

Discuss
with Friends

Prepare for 
Studying Abroad

Try Something New
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