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１. 卒業生・修了生のための
青学図書館利用案内
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2022年2月時点では、
感染症防止対策のため、在籍者のみの

利用となっています。

最新情報は図書館HPのお知らせ・
Twitterに随時UPしています。



卒業生の青学図書館利用案内

卒業しても青学図書館を利用できます！

・入館、閲覧 、複写
・OPAC端末での資料の検索
・持込PCの利用（無線LANは不可。電源は利用可※1）
・専用PC（CD-ROM端末）にインストールされているデータベースの利用

・貸出、延長（7月,1月を除く）
・本館と万代記念図書館の間で資料の取寄せ
・研究室の資料の利用※2

身分証明書の提示と記帳をすれば…

※2 要問合せ。カードが無くても利用可、カードが有っても利用不可の研究室あり

図書館利用カードの作成で出来る事が増えます！

本館 (青山) と万代記念図書館 (相模原)を利用できます
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※1 1F マルチメディア室と3F パソコン・電卓室のみ電源利用可



正門

卒業生の図書館利用カード発行について
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新規で図書館利用カードを作成するには

①現住所記載の身分証明書

②カード発行料800円分の証紙が必要です

払い戻しは書籍文具売り場へ
1号館1階 購買会

証紙自動販売機の場所

17号館2階フロア内
下りエスカレーターの側

※授業期間の17号館開館
月～土 8時～22時

証紙は専用の自動販売機で購入できます

＊相模原キャンパスでは、図書館入口の向かい側に販売機があります。

【青山キャンパス】

※通常時の場合

*有効期間は発行月より1年間
*継続して利用したい場合は毎年更新が必要ですが、更新時は証紙は不要



パスワード登録について
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利用者ID：
→ 図書館利用カードの番号

生年月日：
→ 西暦+月+日の8桁

例）19900401

③ログイン後に
任意のパスワードを入力する画面へ

卒業生の方は
初めて利用する時に
自分でパスワードと
メールアドレスを
登録する必要があります

① My Libraryとは？をクリック

②パスワード登録にログイン

＞ MyLibraryとは？

>> パスワード登録にログイン

※通常時の場合



メールアドレス登録について
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①My Libraryにログイン

本館、万代記念図書館の間で
取寄せた資料の到着連絡など
図書館からのお知らせが
受け取れるようになります

こちらからログインも可

④任意のアドレスを入力して
変更を確定

②利用者サービス

③メールアドレス
登録・変更

※通常時の場合



MyLibraryからの貸出状況の照会、返却期限の確認
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延滞している本がある場合や
カードの利用期限が切れてい
る場合など、延長が出来ない
ことがあります。
詳細はMyLibraryにある案内を
ご確認ください。

②貸出・予約状況照会、延長

①MyLibraryにログイン

③予約がなければ、延長ボタンを
クリックした日から2週間延長（試験期除く）

取寄せ資料の状況は
予約状況から確認

※通常時の場合
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最新の情報は
お知らせやTwitterなどもご確認ください

卒業生の青学図書館利用案内

図書館HPの卒業生の方へのページにも案内があります

図書館HPトップ画面＞利用案内 ＞卒業生の方へ



よくあるご質問①
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証紙自動販売機は何時まで利用できますか。

今年度卒業される方は、 3月中は図書館利用カードの作成はできません。
4月以降にお申し込みください。
3月中も身分証明書の提示と記帳で入館、閲覧は可能です。

青山キャンパス17号館２階フロア（下りエスカレーター側）にあるものは、
17号館の開館時間に準じます。
授業期間は、月曜日から土曜日8：00～22：00頃まで利用できます。

※大学HPのキャンパス入構についてのお知らせをご確認ください。

身分証明書とは具体的にどのようなものですか。
現住所記載の公的な証明書（運転免許証や保険証等）をお持ち下さい。

卒業式の後に図書館利用カードを作成できますか。

郵送で申込みが出来ますか。
郵送でのお申込みは受付けておりません。ご来館の上、お申込みください。
また、郵送でのカードのお渡しもできません。

※通常時の場合



よくあるご質問②
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カードを紛失した場合はどうなりますか。
再度カード発行料800円分の証紙の購入が必要です。
また、再発行には新規登録と同様のお時間がかかります。

貸出、延長、予約は出来ますか。

5冊まで2週間の貸出ができます。
延長は予約がなければ手続き日から２週間 5回まで可能です。
ただし、1月と7月の試験期間中は貸出、延長はできません。(入館は可能)
また、卒業生の方は貸出中の資料に予約はできません。

相模原キャンパスの資料は取り寄せできますか。
図書館利用カードを作成が必要です。
万代記念図書館（相模原）の図書はOPAC画面から手続き出来ます。
雑誌は貸出・返却カウンターでご相談ください。

研究室の資料は貸出できますか。

各研究室の規定によります。基本的な利用案内は図書館HPにあります。
トップページ＞利用案内 > 各学科・研究室の利用

＊詳細は直接研究室にご確認ください。

※通常時の場合



よくあるご質問③
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卒業後に利用できなくなるサービスはありますか。

青学図書館では利用できなくなるサービスも
他の図書館を上手に利用することで補うことができます

次のページから、どのような図書館があるのか
どのようなサービスが利用できるのかを

ご案内いたします

卒業後は以下のサービスが利用できません。
詳細は各ページをご確認ください。

・ 購入希望（リクエスト） P.36

・ 8号館図書館学習室、教研PC、青学無線LANの利用 P.37

・ レファレンスサービス（調べ方がわからない時の相談） P.45

・ オンラインデータベースの利用（専用PCのデータベースは利用可） P.39

・ 紹介状発行、文献複写・図書貸借サービス P.36

・ 山手線コンソーシアム等、協定校の利用 P.33、36



２. 図書館を知ろう
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2022年2月時点では、
感染症防止対策のため、

利用の制限をしている機関もあります。

訪問利用をする場合、
必ず事前にHPなどで
最新情報をご確認ください。



図書館の種類ー目的にあった図書館を選ぼう
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利用資格、所蔵資料の種類や利用できるサービスに特徴があります。

利用資格を問わないところが多いが、利用料がかかることもある
図書館として独立していないこともある
（省庁、企業、研究機関、美術館、その他機関に附属の施設として設置）

専門図書館 特定の分野・テーマに関する資料・情報を提供

利用対象者はその大学の所属者。学外者はすぐに利用できないことが多い
なかには、地域住民や一般に広く開放している大学もある

大学図書館 学術研究に適した資料を提供

入館、閲覧は誰でも可能だが、貸出の要件は館によって異なる
区内と区外など登録身分の違いで利用できるサービスが異なることもある
国立国会図書館や都立図書館など調査研究に適した図書館もある
地域に関する資料（郷土資料）も充実している

公共図書館 大衆の幅広いニーズに応える資料・情報を提供



図書館を選ぶポイント
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どんな資料を使いたいか

・子ども向けか、大人向けか（どの程度の情報が欲しいか）
・小説やガイドブックなど大衆向けの資料か、学術的な資料か
・一般的な内容か、特定の地域やテーマについて調べたいのか

どのように利用できるか

・館内利用か、貸出希望か
・すぐに利用できる資料か、事前の手続きが必要か

同じ図書館でも資料によって利用方法が異なることも

・レファレンスの申込み対象者か（住民のみ、など限定があることも）
※地域に関する調査は、その地域の図書館で受付してもらえることが多い

・回答までにかかる日数、回答方法は何か

欲しい資料は、だれが、どんな目的で読むことが多いかな？

調べ方がわからない時に図書館の人に手伝って欲しいか

図書館の人が調査を手伝うサービスをレファレンスサービスというよ
知りたいことが、どの資料に載っているかわからない時に相談してみよう



国立国会図書館：国内の資料ほとんど全てを所蔵
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東京本館（永田町）と関西館（京都）は、１８歳
以上であれば誰でも利用可能。児童書は国際子ども
図書館（東京-上野）が専門に取り扱う。納本制度に
より、国内で発行されたすべての出版物を国立国会
図書館に納入することが義務付けられている。

基本的な利用方法

特徴

・国内の資料ほとんど全てを所蔵
・専門資料室は開室時間、利用方法が異なる
・調査研究に役立つデータベース多数

出納や複写の手続きに時間がかかるので
時間に余裕をもって利用しよう！

遠隔複写サービスの利用は
国会図書館オンラインから
「インターネット限定利用者登録」

ができるよ(P.19)

国立国会図書館

・初回は利用登録が必要
・貸出は不可、資料の大部分は書庫にあり、申請後に職員が用意する（出納）
・複写は複写箇所を申請して職員が行う
・来館せずに複写申込みも可能(遠隔複写サービス/要登録）
※新型コロナウイルス感染拡大防止の影響で、来館には事前の抽選予約が必要 (2022.2現在)

スイトウ



初回の利用の流れ
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１．利用カード発行

東口の新館入口より入館。申請書に記入し、身分証を提示する。
利用カードは無料で、即日発行される。
※利用登録をせずに、当日利用者として入館する場合は、
専門室の開架資料の閲覧と即日複写、電子情報の閲覧とプリントアウトが可能。
ただし、書庫内の資料は利用できない。

２．入館準備

B5サイズ以上の袋物など、館内に持込めないものをロッカーに預ける。
利用カードをタッチし、入館する。

３．閲覧申込

館内の端末から資料を検索し、閲覧を申し込むと、混雑具合によるが、
20～30分程度で受取窓口に資料が届く。貸出はできない。

館内の端末で複写申込書を作成し、申し込む。
受取時に料金を支払う。

４．コピー

国会図書館ホームページ＞来館される方へ＞
東京本館利用の流れ も見てね。
※利用動画も公開されています。

ロッカーはリターン式
預ける際に100円硬貨が必要だよ

※通常時の流れ



国立国会図書館のホームページ
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どのページか
迷った時は
サイト内検索

カレンダー

便利なデータベース
のリンク

国会図書館までの
アクセス方法や
動画による利用の
流れの案内あり

国会図書館で
利用できる
サービスの概要
電子ジャーナル
複写料金等を
確認できる

蔵書検索

メンテナンスや
一時停止サービス情報



蔵書検索：国立国会図書館オンライン

19

詳細検索で
資料種別ごとの
検索もできる

閲覧申込にはログインが必要
ログイン後にアイコンが表示

絞り込み項目

所蔵館の情報
「デジタル」は
デジタル化資料

国会図書館提供のデータベースへのリンクや
利用可能なデータベース、電子ジャーナルがわかる
（P.40も参照）

詳細な書誌情報を表示

ヘルプ

インターネット
限定利用者登録
はログインから
新規登録できる

日本昔話



東京都立図書館
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・中央図書館：一般資料、ビジネスなど各種情報コーナー
・多摩図書館：一般雑誌や学術雑誌、児童資料及び青少年資料
・インターネット接続PCや無線LANサービスあり
・都内の区市町村立図書館を通じた協力貸出がある

・貸出は不可、資料を直接手に取れる書架と職員が出納する書庫がある
・資料によっては職員が複写を行う
・インターネットから資料の取り置き予約ができる（要登録）
・東京都在住の個人はEメールで複写物の郵送サービスを申し込める（要登録）

「利用案内」の「動画で見る都立図書館」のページで
各フロアや利用方法の動画が見られるよ

中央図書館（広尾）、多摩図書館（西国分寺）の
２館からなり、資料の種類を分担して所蔵している。
年齢制限なく誰でも利用できるが、個人への貸出は
行っていない。図書館職員に相談できるレファレンス
サービスも充実している。

基本的な利用方法

特徴

東京都立図書館

東京都在住でなくても
文書・電話での申込は出来るよ
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東京都立図書館のホームページ

蔵書検索、
調べ方のヒント

都内公立図書館の蔵書を
まとめて検索

まずは利用案内を確認
Q＆A もあり

都内の公共図書館情報
専門図書館ガイドetc.

都立図書館の
蔵書検索



東京都立図書館の雑誌検索の例
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蔵書検索の
入口は２カ所

所蔵巻号を確認
欠号に注意

発行日で絞り込みできる

資料の詳細画面では目次情報も確認できるよ

検索対象を
絞り込み

閲覧可否と所蔵場所を確認
※左端の「閲」の欄の可否を確認

利用状況が
空欄なら利用可



地域の図書館を探すなら：図書館リンク集
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公共図書館や私立図書館等のHPへのリン
ク集。地域別に検索できる。公共図書館が
Webサイトで提供するサービスを紹介する
ページもある。

地域別に検索

公共図書館がWebサイトで
提供しているサービスを紹介

日本図書館協会図書館リンク集

公共図書館
Webサイトのサービス

青学図書館HPにもリンクあり

公共図書館リンク集



東京都立図書館専門図書館ガイド
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フリーワード、分類、
機関名、利用条件で検索

都立図書館のデータベースで専門図書館を検索できます

所在地、連絡先、蔵書内容
サービス内容等がわかる

専門図書館
ガイド

都内図書館情報



都内にはこんな専門図書館があります
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味の素食の文化センター食の文化ライブラリー

アドミュージアム東京ライブラリー

食文化に関する書籍、雑誌等約4万冊を所蔵。江戸～
昭和の料理書を中心とした貴重書もあり。図書カードを
100円で作成すれば、5冊、3週間の貸出しもできる。
詳細は HP＞図書館を利用する を参照。

日本唯一の広告コミュニケーションに関する専門図書
館。国内や海外の広告関連図書・雑誌、広告賞の作品集
などを中心に約2万7000点を所蔵。館外貸出は行ってい
ない。20万点以上の広告資料を検索できるデータベース
を館内の専用端末で利用出来る。

観光関連の学術誌や観光統計資料の他、古書・稀覯書、
ガイドブック、時刻表、機内誌、観光研究の専門図書、
財団の刊行物・出版物など観光研究に役立つ図書約6万
冊を所蔵。館外貸出は行っていない。

旅の図書館

（港区高輪）

（港区東新橋）

（港区南青山）



３. こんなときどうする？
ー目的別利用案内ー
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2022年2月時点では、
感染症防止対策のため、

利用が一部、または全面的に
制限されている機関もありますが、

WEB受付のサービスやフリーサイトで
解決する場合もあるかもしれません！



図書館では、利用者の様々なニーズに応えるサービスを提供しています。
ここからは、本を借りるだけではない、図書館利用について
青学図書館で出来ることと、その他の図書館で出来ることをご案内します。

こんな時どうする？
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P.28 図書館で本を借りたい時は？

・本の内容から探したい時に

・あるテーマについて資料をたくさん探したい時に

P.36 利用できる図書館に欲しい本がなかったら？

P.37 インターネットや無線LANを使いたい時は？

P.39 データベースを使いたい時は？

P.42 社会人に便利な図書館の使い方って？

P.45 調べ方がわからない！

もくじ



図書館で本を借りたいときは？
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青学図書館を利用するなら

・身分証明書の提示と記帳で入館、資料の閲覧・複写ができる

・図書館利用カードを作成すれば、貸出も可（7月,1月の試験期間を除く）

・AVライブラリー（8号館図書館学習室）は利用不可

・資料の検索は館内のOPAC端末を利用できる

その他の図書館を利用するなら

・旅行ガイドや児童書、実用書など、生活に役立つ資料は公共図書館が豊富

・CDやビデオ、DVDなど視聴覚資料の貸出ができる図書館あり

・公共図書館などでは資料の予約取置きサービスもあり

OPACで配架場所
利用状況を確認

P.4-12も見てね

試験期間等は
お知らせを確認

図書館学習室 (８号館１階)

カレンダーを見る

来館前にはカレンダーを確認

３カ月以上先のカレンダーを
見たい場合はこちらをクリック

開館カレンダー（3ヶ月分）

※通常時の場合



本を探すときのポイント

29

・同じ分野の資料は近くの書架に並んでいる
・特定のテーマに関する資料が集められているコーナーがあることも

直接棚を探してみよう

基本の並び方はどの図書館も同じだけど独自のルールもあるので確認しよう

・別の言葉に言い換えて検索（例：「ワイン」を「酒」「果実酒」で探す）
・専門用語がないか辞書を確認する

色々な発想でキーワードを変えてみよう

OPAC検索の前に辞書を引いておくと効率の良い検索ができるよ

まずはOPACを検索しよう

・キーワードは短く区切る
・送り仮名の違いで検索結果が変わる場合もある
・件名検索、分類検索やテーマ資料検索ができる場合もある

各OPACでキーワードの認識の仕方や検索できる項目、範囲に特徴があるよ



本の内容から探したい時に：WebcatPlus

30

入力したキーワードだけでなく、その言葉から
連想される別の言葉についても検索することがで
きる連想検索機能がある。知りたい内容を表す適
切な言葉が思いつかない場合に便利。

文章で連想検索
「正月にお雑煮を食べる
のはなぜなのか」

公共図書館の所蔵は
カーリル（P.31）への
リンクから検索できる

この他に所蔵先を探したい時は横断検索が
便利です。主に都道府県立図書館のサイト
で検索できます。

WebcatPlus

目次にキーワードが
含まれていることもあり

カーリル（公共図書館）

NCID BA44627989

NCIDをクリックすると
CiNiiBooks（P.32）へリンク
大学図書館等の所蔵が分かる



地域の図書館を横断検索：カーリル

全国の図書館の所蔵情報を地域ごと等に横
断検索できるサイト。大学図書館や専門図書
館の情報もあるが、全ての図書館を網羅して
いるわけではない。

カーリル

資料タイトルなどで検索

地域を選択

その図書館の
OPACへリンク

場所から図書館を探す「図書館マップ」
地域別に資料を横断検索する
「カーリルローカル」もあり

所在地など
図書館の基本情報 31



大学図書館の蔵書を検索：CiNii Books

32

全国の大学図書館等の所蔵情報を検索
できるサイト。大学図書館は学内者のみ
利用可など、利用が制限されている場合
も多いので、必ず利用方法を確認する必
要がある。

CiNii Books

詳細検索図書か雑誌で絞込み可

CiNii Booksの情報では貸出中どうかは
確認できないので、
必ずOPACでチェックしよう

図書館の基本情報 OPACへのリンク

餅と日本人

配架場所や
利用状態を確認



紹介状不要で利用できる大学図書館
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・居住地を問わず、身分証等を持参で利用ができる図書館

・地域住民ならば、利用ができる図書館
※その地域の公共図書館の利用カードの提示が必要な場合もあります

一般開放している図書館

地域住民へ開放している図書館

基本的に学外者の利用にはご所属の機関の図書館や、
お近くの公共図書館が発行する「紹介状」が必要（P.36）ですが、
紹介状なしで利用できる大学図書館もあります。

書庫の資料や貴重書など
通常と異なる手続きが必要な
場合もあるので利用案内を

よく確認しよう

同じ大学でもキャンパスや学部で
図書館が分かれている場合も多く、
学外者の利用可否や利用方法は
図書館ごとに異なります。

大学名だけでなく、自分の
行きたい図書館を特定して
利用方法を確認しよう

例）



あるテーマについて資料をたくさん探したい時に

34

国立国会図書館のほか、公共図書館、公文
書館、美術館や学術研究機関等、100以上の
データベースと連携。蔵書・出版目録、デジ
タル資料、立法情報、レファレンス事例等を
検索できる。どんな資料があるか分からない
時や資料の所蔵先が見つからないときなど、
幅広い情報を得たい場合に便利。

国立国会図書館サーチ

デジタル資料や
立法情報もあり

チェックをいれると
連携先のデータも検索

データベース別
に絞り込みも可

所蔵先のOPACへリンク
デジタル化資料なら
本文へのリンクがある

詳細情報

仮想通貨



卒業生の方は、青学では
図書館送信資料を利用で
きません。公共図書館で
利用できるところがあり
ます。

デジタル化資料を探す：国立国会図書館デジタルコレクション

35
分野や年代で絞込み

国会図書館がデジタル化した資料のアーカイブ。
図書、雑誌、古典籍、官報、録音・映像関係資料
等、幅広い分野について、主に年代の古い資料を
収録している。また、コンテンツには３つの公開
範囲があり、インターネット公開資料は自宅から
閲覧、ダウンロードが可能になっている。

国立国会図書館デジタルコレクション

３つの公開範囲
・インターネット公開：自宅で閲覧可
・図書館送信限定：図書館向けデジタル化資料送信

サービスに参加している図書館で閲覧可能
・国立国会図書館内限定：国会図書館内の端末で閲覧可

コレクション別に検索

図書館向けデジタル化資料送信サービス参加館の一覧

チェックのある
公開範囲の資料
を検索



利用できる図書館に欲しい本がなかったら？
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青学図書館を利用するなら

その他の図書館を利用するなら

卒業生の方は下記のサービスをご利用いただけません。

・購入希望

・他の図書館から資料や複写物を取寄せるサービス

（本館、万代記念図書館間の資料取寄せは可能）

・紹介状の発行

お近くの公共図書館で、購入希望、資料や複写物の取寄せサービス、

「紹介状」の発行について相談できます。

※区内在住者と近隣区在住者など、利用資格の違いによる制限がある場合あり

※取寄せにかかる料金等は各図書館の規定による

※紹介状発行を行っていない場合もある

サービスの対象者、手続きに必要な日数、
料金などは各公共図書館で異なります

時間に余裕をもって申し込みましょう

公共図書館の利用をご検討ください

※通常時の場合



インターネットや無線LANを使いたい時は？
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青学図書館を利用するなら

・持込みPCは利用可（電源利用可の場所あり）
・インターネット、無線LANは利用できません

１F

その他の図書館を利用するなら

・広い机や持込PC利用可の個別席があるところがある

・インターネット用のパソコン、無線LANが利用できるところがある

※１回３０分など利用時間の制限や、利用資格による制限がある場合あり

《青山本館》 《相模原》

1～3F
＊地図は2F

PC利用可能な
閲覧席（1～3F)

の一部で
電源利用可

電源利用可

1～3Fの マークがある
エリアで利用できます

※通常時の場合

２～3F
＊地図は３F



都内公立図書館インターネット等サービス状況
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インターネットに関するもの以外にも
レファレンスや紹介状発行サービスを
行っている図書館の情報もあるよ

都内図書館情報＞東京の公立図書館情報＞都内公立図書館インターネット等サービス状況

都内図書館情報

東京の公立図書館情報

都内公共図書館
インターネット等サービス状況
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青学図書館を利用するなら

・専用PC（CD-ROM端末）のデータベースは利用可

※収録範囲が限られるので必ずデータベース一覧やOPACで確認

※レファレンスカウンターにて1枚10円（モノクロ）で印刷が可能

・オンラインデータベース、国会図書館デジタルコレクションは利用不可

データベースを使いたい時は？①

専用PCのデータベースは
「CD/DVD-ROMを探す」
から確認できます

青
本館にて利用可。
レファレンスカウンターへ

OPACでも検索できます
配架場所が「青1F情報検索」「青参カウンタ」
などと表示された場合は、本館レファレンス
カウンターへご相談ください

収録範囲と利用方法を確認
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その他の図書館を利用するなら

・公共図書館で新聞検索データベースなどが利用できる館もあり

・専門性の高いものは国立国会図書館、都立図書館、専門図書館が充実

P.38の「都内公立図書館インターネット等
サービス状況」にも公共図書館で利用できる
データベースの情報があります

電子情報（電子ジャーナルなど）

カテゴリや分野
から絞込み

フリーサイトは
リンクあり

データベース名称と
説明を検索できる

国会図書館 都立図書館

トップページ＞本・情報を探す

オンラインデータベースの案内

調べものに役立つサービス

データベースを使いたい時は？②



フリーサイトのデータベースを利用
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データベース一覧に「フリー」と表示されるもの

ここを確認

分野別に検索

図書館ホームページ 「役に立つサイト集」のリンク

役に立つサイト集

P.51「４.インターネットを活用しよう」でも便利なフリーサイトをご紹介



社会人に便利な図書館の使い方って？

42

青学図書館を利用するなら

・ビジネス関連の雑誌、新聞を利用

・統計、年鑑など仕事の資料作りに役立つ資料あり

・語学等の資格試験に利用できる資料あり

・専用PC（CD-ROM端末）のデータベースは利用可（P.39 参照）

その他の図書館を利用するなら

・ビジネス関連の資料を集めて探しやすい工夫がしてあるところあり

・新聞検索や経済関連のデータベースが利用できるところあり

・ビジネス相談会を開催しているところあり

都立図書館 本・情報を探す

ビジネスについて調べる

国立国会図書館にも

「科学技術・経済情報室」

という専門資料室があるよ

テーマ別
調べ方案内



都内公共図書館のビジネス支援例

43

千代田区立千代田図書館

・ビジネスに役立つ各種資料を揃えた調査研究ゾーン あり

・電源やネットワーク・コンセント、無線LAN設備のある個人用ブースあり

・オンラインデータベースやインターネット利用ができる情報検索コーナー

・千代田区内にオフィスがある企業でビジネス書の出張展示会

利用登録できる人：日本国内に住所がある人

葛飾区立中央図書館

・仕事に役立つ資料を新刊書を中心に展示

・中小企業診断士による無料相談会や、ビジネスに関するセミナーを開催

・無線LAN設備のある閲覧席、研究個室、グループ研究室あり

・新聞記事、マーケティング、法律情報のオンラインデータベースあり

利用登録できる人：区内在住・ 在勤・在学、近隣の５区（足立・江戸川・墨田・江東）
近隣市（三郷・八潮・松戸・市川）在住者

P.38「都内公立図書館インターネット等サービス状況」の表には

「ビジネス情報サービスを実施している図書館」の情報もあります。



仕事に役立つ専門図書館例

44

ジェトロ・ビジネスライブラリー（データベースコーナー／東京・資料閲覧コーナー／大阪）

・アジア経済研究所図書館（千葉-幕張）

・証券図書館（東京-日本橋・大阪）

・損保総研附属図書館（東京-御茶ノ水）

・特許庁図書館（東京-霞ヶ関）

・総務省統計図書館（東京-新宿区）

など

2018年2月に東京は閉館したが、臨時データベースコーナーは利用可

ジェトロの海外事務所を通じて収集した世界各国の統計、会社・団体名簿、

貿易・投資制度などの基礎的資料、関税率表などの実務に直結する資料を所蔵。

ジェトロのホームページでは各種調査レポートや統計情報なども公開。

国・地域別の
ビジネス情報

調査レポート

トップページ＞サービスで
データベースコーナーの案内
ページへ

ビジネス情報を入手

都内近郊の仕事に役立つ専門図書館の例
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調べ方がわからない！①

青学図書館を利用するなら

・レファレンスカウンターはご利用いただけません

・調べ方がわかる資料があります

「調べ方」「探し方」「レファレンスブックス」等でOPACを検索してみよう

請求記号 007（デジタル資料）や 015（参考図書の紹介）付近にあることが多いですが

専門的な分野の調査方法は、その分野の棚に並んでいることもあるので注意

『レファレンスブックス : 選びかた・使いかた』長澤雅男, 石黒祐子共著

『文献調査法 : 調査・レポート・論文作成必携 : 情報リテラシー読本』毛利和弘著

『使えるレファ本150選』日垣隆著

『事例で読むビジネス情報の探し方ガイド』図書館経営支援協議会編

『インターネット時代のレファレンス : 実践・サービスの基本から展開まで』大串夏身, 田中均著

『デジタル情報資源の検索』高鍬裕樹著

『CD-ROMで学ぶ情報検索の演習』田中功, 齋藤泰則, 松山巌編著 など



46

・公共図書館などでレファレンスサービスが利用できることがある

※回答方法や回答にかかる日数、利用資格は各図書館で確認

・地域に関する調査は、その地域の図書館で受付してもらえることが多い

その他の図書館を利用するなら

都立図書館

公共図書館では基本的に
レファレンスサービスを
受け付けています
カウンターなどで
問い合わせてみよう

本・情報を探す 本・情報を探す＞調べものに役立つサービス
＞調べもの相談（レファレンス）

申し込んだ内容は、質問者のプライバシー
保護に配慮した上で、レファレンス事例と
して公開されることもあります。
他の人の質問が参考になることも！

調べ方がわからない！②



調べ方を知るためのサイト①
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調べ物に役立つ資料、データベース、
ウェブサイト、機関等の情報を提供する
国会図書館のサイト。国会図書館の専門
資料室にある資料の紹介や、本の目次や
内容などから資料を検索できるテーマ別
データベースもある。

リサーチ・ナビ

知りたい内容を
キーワード検索

分類から検索

資料や情報源を紹介

調べ方：国立国会図書館の職員が蓄積した
調査に役立つ資料や調べ方の
ノウハウや調査事例を紹介

本：国立国会図書館所蔵資料を検索
一部の蔵書については目次情報も検索

キーワード：関連するキーワードを紹介
百科事典：オンライン上の百科事典を検索

※2021年1月に英語版も公開！

関連する言葉など
色々なキーワードを
試してみよう



調べ方を知るためのサイト②
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国立国会図書館が全国の公共図書館、
大学図書館、学校図書館、専門図書館等
と協同で構築している。実際にあったレ
ファレンス事例のほか、調べ方マニュア
ル（ある事柄についての調べ方）、個人
文庫や貴重書など、参加館が所蔵する特
殊なコレクション、参加している図書館
についての情報などもある。

レファレンス協同データベース

キーワードで一括検索か
メニュー別に詳細検索

回答プロセスから
調査方法がわかる

いろいろな
質問があるよ
読み物として
楽しめるかも



調べ方を知るためのサイト③
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あるテーマに関する調べ方案内をパス
ファインダーという。国会図書館では公
共図書館のパスファインダーのリンクを
公開している。作成した図書館での利用
を前提に作られているので、紹介されて
いる資料があるかどうかは個別に確認が
必要。

公共図書館パスファインダーリンク集

専門図書館や大学図書館などが
パスファインダーを公開している場合もあるよ

「調べたいテーマ＋図書館＋パスファインダー」
などをキーワードにして検索してみよう



レファレンスサービスを利用しよう
＊都内公立図書館インターネット等サービス状況

参考：資料検索フローチャート
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資料は特定されている

YES      NO ＊役立つツール

直接利用できる

資料が特定できた
所蔵館を探そう
＊各図書館のOPAC

＊横断検索

利用方法、開館時間を
確認して利用しよう

紹介状が必要な場合や遠方にある場合は
所属先の図書館や公共図書館に相談しよう
＊都内公立図書館インターネット等サービス状況

調べ方を確認しよう
＊調査方法を知るための本
＊リサーチ・ナビ
＊レファレンス協同データベース

卒業生の方は
青学のレファレンスを
利用できないので
公共図書館等の

サービスを利用しよう

感染症防止対策のため、
利用の制限をしている機関もあります。
必ず事前に最新情報をご確認ください。



４. インターネットを活用しよう

ー便利なフリーサイト紹介ー

51

コロナ禍への対策として、
通常よりも多くの資料を公開している

ウェブサイトもあります！



インターネットを活用しよう

52

調査・研究に活用できる便利なフリーサイトが沢山あります。
ただし、インターネット上で得た情報は、その信頼性を自分で精査し、
引用その他に利用する場合は、著作権にも留意しましょう。

P.53 図書・雑誌・新聞

P.54 日本語論文

P.55 海外論文

P.56 青学の紀要・修士論文・博士論文

P.57 博士論文、研究者

P.58 デジタル化資料

P.61 過去のwebページ

P.62 デジタルアーカイブリンク集

P.63 辞書・事典、地図

P.64 判例、例規集、司法統計

P.65 法令、判例評釈

P.66 統計、企業情報

P.72 参考：著作権について知る

もくじ



図書・雑誌・新聞

53

国内の資料の情報を検索できる。文章をキーワードとして、
そこから連想される用語について検索する連想検索がある。
詳細はP.30参照。

Webcat plus

世界中の図書館の所蔵資料を検索できる。

Worldcat

一般社団法人 日本出版インフラセンターが運営するサイト。
国内で発行された書籍のうち、現在一般に流通しているもの
を主に収録。欲しい書籍が入手可能かどうかを調べるのに便利。

Books（出版書誌データベース）

・各新聞社のホームページ
・CD-ROM版のデータベース
（青学の専用PCで利用できるものあり。収録範囲に注意）

新聞

図書館所蔵の原紙、縮刷版、マイクロ資料も探してみよう



日本語論文

54

幅広い分野の論文や図書、研究データなど様々な形態の
資料を横断検索できる。論文関連情報も充実。資料によって
は本文公開元へのリンクあり。

CiNii Research（CiNii Articlesは2022.4.1~ こちらに統合）

日本国内の学会・協会が発行する科学技術（人文・社会科
学を含む） 電子ジャーナルのプラットフォーム。学会誌、
予稿集、要旨集等を検索できる。無料で本文を閲覧できる
ものが多い。

J-STAGE

日本国内の学術機関リポジトリに登録された学術雑誌論文、
学位論文、研究紀要、研究報告書等を横断検索できるサイト。
無料で本文を閲覧できるものが多い。

IRDB

雑誌記事索引、国立国会図書館デジタルコレクション収録
の目次データなど、国立国会図書館をはじめ、国内の各機関
から収集した文献情報を検索できる。ウェブ上で本文が閲覧
できるものもある。

国立国会図書館サーチ（NDLサーチ）



海外論文

55

様々な言語の幅広い分野のオープンアクセス・ジャーナルを
検索できるサイト。1万件以上のジャーナルの情報があり、論文
単位で検索できるものも多い。

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

オープンアクセスのほか、無料のMyJSTORアカウントを登録
することで閲覧可能（1ヶ月ごとに6本まで。ダウンロード不可）
になる論文もある。詳細は以下を確認。

JSTOR

図書、論文に限らない様々な種類の資料の情報を検索できる。
在学時より本文が見られるものは少ないが、あるキーワードに
関する資料の情報を幅広く収集するのに便利。

AURORA Search

Support ＞ Independent Researchers 
＞How to Register & get free access to content 

一時的に1ヶ月に最大100本
閲覧が可能となっている (2022.2現在)

インターネット上の学術情報の検索に特化した検索エンジン。
ウェブ上にある本文へのリンク機能もあるが、正式な提供元の
サイトとは限らないため注意が必要。

Google Scholar



青学の紀要・修士論文・博士論文

56

青山学院大学・女子短期大学が発行した紀要論文と博士論文
等の目次情報を検索できる。（網羅しているわけではない。）
一部本文も閲覧可能。本文公開が無いものは、大学図書館に
冊子体が所蔵されている。また、博士論文はOPACでも検索可能。

OPACの詳細検索画面から絞り込み検索が可能。PDFが公開されているものもある。

青学の修士論文

AURORA-IR

本文なしは
請求メモを印刷

本文ありなら URL2の欄の
「フルテキストを表示」
をクリックでPDFを表示

修士論文にチェック

専攻別に探す場合は詳細検索画面下の
「修士論文一覧」をクリック

「本文あり」を選択すると
PDF公開があるものを検索



博士論文、研究者

57

約60万件の国内博士論文の情報を検索できる。また、機関リ
ポジトリなど、連携協力している他サービスで公開されている
論文本文等へナビゲートするリンク機能がある。

CiNii Dissertations

JST（科学技術振興機構）NII（国立情報学研究所）が提供
する研究者情報のデータベース。研究分野、所属機関や研究
キーワードで研究者を検索し、プロフィールや業績など様々な
情報を閲覧できる。

researchmap

文部科学省および日本学術振興会が交付する科学研究費助成
事業により行われた研究の情報を検索できる。採択課題、研究
成果の概要、研究成果報告書及び自己評価報告書を収録。

KAKEN科学研究費助成事業データベース

博士論文は書籍として出版されている場合もあるよ
タイトルをOPACなどで検索してみよう



デジタル化資料ー資料の全文検索ができる

58

Googleでタイトルや
キーワードを検索し
「書籍」で絞り込む

Google Booksにアクセスするか、Google
検索で「書籍」に絞り込むことでも検索可能。
タイトル以外に、本文にキーワードが含まれ
る資料もヒットし、キーワードの前後の文章
が表示される。全文が見られる資料もあるが、
印刷は出来ない。

Google Books

「⚙」の「検索オプション」
を選択で、詳細検索が出来る

全文表示のみ
などに絞込みも可

本文を
キーワード検索

拡大や画面
表示切替



デジタル化資料ー主に海外の古い資料

59

テーマ、言語
などで絞込み

Full Viewは閲覧可
１ページずつであれば
ダウンロード可
（全頁一括は参加機関のみ）

米国の大学図書館が共同運営する、書籍中心の
デジタル・アーカイブ。各所蔵資料をデジタル化
した1,700万点以上のデータがあり、書籍も840万
点以上収録。本文のアクセスは基本的に参加機関
に限られるが、海外の古い資料などは、フリーで
全文が見られるものがある。
また、日本語の資料もヒットすることがある。

Hathi Trust



デジタル化資料を探す：動画、音声、ソフトウェアもあり

60

次のページへ

PDF等の
形式を選んで
ダウンロード

NPOが運営。インターネットサイトや書籍、動
画、音声、ソフトウェア等のデジタルアーカイブ。
アカウント作成をすれば個人もデータを提供でき、
データはコレクション（作成者や分類によるまと
まり）ごとに整理されている。WaybackMachine

では過去のHPを閲覧できる。

Internet Archive

※ Internet Explorerはサポート対象外のため、Google Chromeなど他のブラウザでご利用ください。

絞込み

アカウント作成
はこちら

資料の提供元

ウェブ上で閲覧

資料によって「ダウンロード可・閲覧のみ可・
アカウント作成でウェブ上で利用可」などの利用条件あり



過去のwebページ

61

①URLを入力して検索

②年を選ぶ

③水色の○が付いている日付の
ページを閲覧できる
時刻（青字のリンク）をクリック

ページ内の
リンクも辿れる

1996～世界中のWEBページを収集する。閲覧し
たいサイトのURLを検索ボックスに入力すると、
過去のある時点（WaybackMachineがデータを取
得した時）のページを閲覧することができる。

WaybackMachine（Internet Archive）

一覧に戻る 別の日付の
データへ移動

※ Internet Explorerはサポート対象外のため、Google Chromeなど他のブラウザでご利用ください。



図書館や博物館、大学等のHPで
デジタルアーカイブが公開されていることが多いよ
いろいろ探してみよう

デジタルアーカイブリンク集

62

国立国会図書館が提供する「リサーチ・ナビ」（P.47）に
海外のデジタルアーカイブへのリンク集があります。

地域別に
アーカイブを紹介

トップ＞調べ方案内
＞調べ方一般

リンクがたくさんある場合のページ切替



辞書・事典、地図

63

講談社、小学館などの語学辞書や、百科事典、現代用語
辞典や様々な分野の専門用語集から用語を横断検索。用語
解説のほかに関連するニュースやWeb検索も表示。

コトバンク

語学辞書だけでなく様々な分野の事典も検索できる統合型
辞書データベース。カテゴリによる絞り込みや新語・時事用
語の紹介もある。

Weblio

国土地理院が整備した地図や空中写真、測量図を検索・閲覧
できる「地図・空中写真閲覧サービス」や「古地図コレクショ
ン」などがある。

国土地理院 地図・空中写真・地理調査

オンライン辞書 (基本動詞ハンドブック等)、コーパス、言
語地図など、国立国語研究所が収集した様々な言語資料・音
声資料が整備され、公開されている。

国立国語研究所データベース



判例、例規集、司法統計

64

裁判例情報＞検索条件指定画面

裁判年月日
キーワード等で検索

判例集別に検索も可

本文表示

最近の裁判例はこちら

裁判例情報から、最近の主な判例のほか
最高裁判所判例集、高等裁判所判例集
下級裁判所裁判例速報、行政事件裁判例集
労働事件裁判例集、知的財産裁判例集の
6種類の判例集／速報を検索できる。ただし、
すべての判決等が掲載されているわけでは
ない。また、ホームページには例規集や
司法統計の情報もある。

裁判所ホームページ



CiNii Research（CiNii Articlesは2022.4.1~ こちらに統合）

昭和32年版～平成23年版の六法全書DVD版は
青学図書館本館の専用PCで利用できるよ

（2022.02現在）

法令、判例評釈

65

現在の法令を確認できるサイト。憲法・法律・政令・勅令・
府令・省令・規則について、各府省が確認したデータを提供
している。法令名、事項、法令中の用語などから検索が可能。

e-Gov法令検索

公文式施行以降の省令以上の法令について、制定・改廃経
過等の情報、国会に提出された法律案や条約承認案件等の審
議経過等を検索できる。国の機関がウェブ上で公開している
本文へリンクあり。

日本法令索引

CiNii Articlesを統合しているため、広い分野の日本語論文
も検索できる。法律関係の雑誌記事も収録している。資料に
よっては本文公開元へのリンクあり。

国立国会図書館が収集・整理した国内刊行の雑誌記事索引。
評釈情報も含まれる。詳細検索で「雑誌記事」を選択し、裁
判年月日やキーワード等で検索できる。

国立国会図書館オンライン 雑誌記事索引



統計、企業情報

66

統計局が実施している統計調査・加工統計等を閲覧できる。
調査名、分野別から探すほか、「統計図書館・統計相談>
統計相談>統計データFAQ」から具体的な事柄に関する調べ
方を知ることができる。

総務省統計局

貧困、経済、気候変動、保健、教育、ジェンダー等の
約8000の開発指標や1万件以上の調査研究等を閲覧できる。

World Bank Open Data

各国の人口、住宅、保健、教育、経済活動、失業等の
主要な社会指標のデータが検索できる。

国連統計部 United Nations Statistics Division 

アメリカの証券取引委員会が管理・運営する
法定開示書類の提出・審査・開示システム。
annual report等を検索、閲覧できる。

EDGAR



日本の統計①

67

選択条件は上部に表示

「国勢調査」で
キーワード検索

各府省等が公表する統計データ、公表予定、
新着情報、調査票項目情報などの各種統計情報を
横断検索できる。API機能（要ユーザー登録）や
統計GISも利用可能。統計関係リンク集には海外
の統計局へのリンクあり。

e-Stat
統計関係リンク集

データの表示
次のページへ

データの説明



日本の統計②

68

表示項目選択

レイアウト設定

ドラッグ＆ドロップ
でも移動できる

CSV、XLSXで
ダウンロード可能

グラフ表示

表示したい項目を
チェックで選択



企業情報①

69

開示書類の検索は
書類検索から

書類比較は
次のページ本文検索

PDF、XBRL

でも入手可

詳細検索では提出者業種や
書類種別を細かく指定できる
提出者名称を入力せずに
業種のみ指定しての検索も可

金融商品取引法に基づく有価証券報告書
等の開示書類に関する電子開示システム。
最近５年以内に提出された書類が、無料で
閲覧できる。
また、複数の書類のある項目について比較
表示することもできる。

EDINET



企業情報②

④比較する項目を書類の
目次やキーワードで検索

「検索」をクリック
→次のページ

トップページの書類比較からスタートも

比較条件に設定した書類、表示項目の選
択は、一定時間（30分）操作しないと自
動的に消えてしまうので注意。

①比較したい書類を選択

③比較する項目の基準とする
書類を選択する

②Step2へ

70



71

⑥Step3へ

⑦クリックで表示

比較条件の設定を外部ファイルに「保存」可能。
同じ設定で再検索したい場合は、「読込」から
ファイルを選択する。

結果画面で文字が省略される
場合は、CSVファイルで確認
すると全文が表示される

CSVで
出力も可

⑤チェックをつけて
「表示項目の選択」をクリック

比較する書類、項目が表示される
不要なものは「削除」

企業情報③



最後に：著作権について知る

72

相談室・資料室：
著作権テレホンガイドでは、専任の相談員
に著作権制度全般に関する相談が可能

資料室（中野）には著作権に関する専門的
な資料がある

著作権Q&A：よくある質問と回答

著作権データベース：
著作権に関する国内法令や条約
海外著作権の和訳一覧あり
著作権に関する文献・資料など
の検索ができる

著作権について学べるサイト。関連法令や
資料を検索できる「著作権データベース」や
具体的な事例を学べる「著作権Q&A」のほか、
疑問が解決しない場合は、専門の相談員に相
談できる「著作権テレホンガイド」の案内も
ある。

CRIC 著作権情報センター


