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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 2

※大学からの指示に従って、
来学・来館は控えてください



広々とした閲覧スペース

無線LANが使えます

蔵書数約63万冊

図書館スペース （地下1階）
大岡山本館02/09 3



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
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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
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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 6



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

３階学習スペース
大岡山本館 7



07/09
外観
すずかけ台分館

船のような外観

蔵書数約15万冊

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

ペリパトス文庫（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）があります
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すずかけ台分館 全面改修工事中



改修中のサービス
すずかけ台分館08/09 9

分館の資料の

閲覧・貸出・複写

不可

取寄せ・予約

複写物の取寄せ可

閲覧席・ゼミプレ

ゼンテーション

ルームの使用

不可

資料の返却可

！予告！

2020年6月頃～ （予定）仮設分館で、すずかけ台分館所蔵の資料の

一部について、閲覧・貸出・複写を再開します。

すずかけ台分館 全面改修工事中



09/09
改修後イメージ
すずかけ台分館 10

※画像はイメージです

快適な利用環境のためのゾーニング

グループ学修スペース・

個人向けスペースの拡充

2021年6月リニューアルオープン予定！



図書館活用論

情報リテラシ第一
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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！
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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
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1. 図書を検索する
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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
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1-2 東工大蔵書検索へのアクセス

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

18



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86件ヒットしました
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1-3-2 検索結果のしぼり込み
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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
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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
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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
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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
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演習問題 PART1 （制限時間各3分）

問題をよく読み、解答してください

25



演習問題 PART1

問1 （制限時間3分）

授業で、プレゼンテーションを行うことになった。

プレゼンテーションのコツについて書かれた図書を探すため、
蔵書検索で以下の3つのワードを検索した。一番ヒット件数が

多い組み合わせを答えよ。また、それぞれのヒット件数も答えよ。

※ 簡易検索画面のフリーワード欄を使用すること。

A 「プレゼン」と「コツ」をスペースで区切って検索

B 「プレゼン」と「技術(ぎじゅつ)」をスペースで区切って検索

C 「プレゼン」と「テクニック」をスペースで区切って検索
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演習問題 PART1

問2 （制限時間3分）

過去に開催された「東京(とうきょう)オリンピック」に関する図書
を読みたくなった。大岡山本館にあり、1960年代に出版された
図書を探したい。

以下の①～③の問題に答えよ。

① 簡易検索画面のフリーワードに「東京(とうきょう)オリンピッ
ク」と入力して検索した際の、ヒット件数を答えよ。

② ①の検索結果から、蔵書検索画面左側の絞り込み機能で、
所蔵館を「大岡山」と絞り込んだ件数を答えよ。

③ さらに、出版年を「1960年－1969年」と絞り込んだ件数を答
えよ。
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2. 検索した図書を手にとるまで
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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
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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。
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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
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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
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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
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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

2020/06/11(2)
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貸出中



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。
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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
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2-3. 図書を借りる
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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
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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

開館中も
使えます！
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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
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演習問題 PART2 （制限時間各3分）

問題をよく読み、解答してください
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演習問題 PART2

問1 （制限時間3分）

前から興味があった相対性理論(そうたいせいりろん)について
書かれている図書を読みたくなった。

蔵書検索で検索して以下の図書に決めた。フロアマップ上で、こ
の図書がある場所を丸で囲め。

※ 解答用紙のフロアマップには、蔵書検索で表示される「所在」
の名称を記載している。

42

中野董夫(なかのただお)著 『相対性理論(そうたいせ
いりろん)』岩波書店(いわなみしょてん), 2017年



演習問題 PART2

問2 （制限時間3分）

履修している授業の参考書として、以下の図書が紹介された。
図書館に所蔵されているそうなので、授業の予習のために

借りようと思う。図書館に行く前に、何冊所蔵されているか

確認したい。

※ この問題は、ヒット件数ではなく、所蔵している冊数を記入す
ること。

古賀昌久(こがあきひさ)著 『複素関数(ふくそかんすう)・ベ
クトル解析(かいせき)』 丸善出版(まるぜんしゅっぱん)，
2015年
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3. 図書が棚にない場合
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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
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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
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4. 必要な図書が図書館にないとき
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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

カーリル
https://calil.jp/
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4-2 学外から取り寄せる／リクエストする

学外からの取寄せ（ILL） 購入リクエスト

料金 送料・コピー代 不要

所要日数 １週間程度
和書：１～２ヶ月程度
洋書：２ヶ月以上かかる可能性あり

注意事項
依頼先によって料金や所要
時間が変わる

長期的に多くの学生に利用される資
料であること

<オンラインサービスの画面>
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4-3 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!!
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5. 電子資料の紹介

51



5-1 電子資料の紹介
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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
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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
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5-1 電子資料の紹介

ジャパンナレッジ Lib

65種類以上の辞書・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､

Oxford Advanced Learner's Dictionary 9th Edition、

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
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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
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6. 著作権について
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6 著作権について

著作権法により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！

58



演習問題 PART3

問題をよく読み、解答してください
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演習問題 PART3

問1 （制限時間3分）
探している図書があるが、東工大の図書館では所蔵していなかった。
近くの公共図書館にないか、カーリルを使って検索したところである。
①～③の状況において、それぞれどの方法で入手するのが適切か。
A～Cのうち一つを選び、記号で答えよ。

＜状況＞
① 近くの公共図書館に所蔵があり、すぐに利用したい。
② 近くの公共図書館では見つからなかったが、なるべく早く利用したい。
③ 近くの公共図書館では見つからなかった。特に急いで利用したいというわけ

ではない。他の学生にも役に立ちそうな図書だと思っている。

＜方法＞
A 公共図書館で利用する
B 東工大の図書館へ購入リクエストする
C 学外（他大学の図書館等）から取り寄せる
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演習問題 PART3

問2-①

著作権法で認められていれば〇、認められていなければ

×を選べ。

レポートの作成のため参考資料を探しに来た佐藤君。目的の
「歴史小説の懐(ふところ)/山室恭子(やまむろきょうこ)著」を見
つけた。参考になりそうな数ページを選び、図書館のコピー機で
コピーして持ち帰ることにした。
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演習問題 PART3

問2-②

著作権法で認められていれば〇、認められていなければ

×を選べ。

コピーも終わり、帰ろうと思った佐藤君だが、友人の鈴木君から
突然レポートに関する質問の連絡がきた。図書館で参考資料を
コピーしたことを告げると、鈴木君は「俺の分もコピーしてきて」と
言い始めた。佐藤君は仕方なく、今度学食を奢ってもらうことを
条件に、先程と同じ部分をもう1部コピーした。
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演習問題 PART3

問2-③

著作権法で認められていれば〇、認められていなければ

×を選べ。

レポート作成も終盤にさしかかり、あとは「まとめ」を書くだけなの
だが、良い文章が思い浮かばない。図書館で図書を探している
と、まさに自分が言いたかったことが書いてある図書を発見。「こ
いつは使えるぞ！」と佐藤君は喜び、その文章をそのままレ
ポートに書きくわえ、無事期限内に提出した。
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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。
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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
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7-2 論文をさがすツール（CiNii Articles）
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7-3 論文をさがすツール（Web of Science）

67

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
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図書館Topページ ＞ 学修サポート ＞ 情報さがしサポート LiDance



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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アンケートページを表示

｢情報リテラシ第一アンケート｣

をクリック
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