


1．本学図書館での探し方

　　OPAC 図書館の資料は分類され書棚に並べられています。探したい資料

　　(オーパック) が所蔵されているかどうかOPACを使って検索します。

OPACは図書館の蔵書を調べるためのコンピュータ目録のこと

です。本学のOPACは、書名・雑誌名、著者名、キーワードなど

から検索できます。

2． インターネット検索

　　CiNii 国立情報学研究所が提供しているデータベースです。学位論文や

　　(サイニィ) 雑誌・図書掲載論文等を検索することができます。CiNii Articles

は、特定のテーマの雑誌記事を探すのに便利で、CiNii Booksで

は全国の大学・短期大学等が所蔵している図書、雑誌（論文では

ない）の書誌的事項と所蔵している図書館名などの所在情報が調

べられ、本学に資料がない場合の検索に使用します。

　　電子ジャーナルポータル 電子ジャーナル等の利用のためのポータルページです。こちらか

ら摂南大学図書館で契約している電子ジャーナルを検索し、閲覧

することができます（eBookも検索できます）。

3． データベース検索

　　聞蔵Ⅱビジュアル 1945年から今日までの朝日新聞の記事と広告が検索できる国

内最大級の新聞記事オンラインデータベースです。

　　ジャパンナレッジ 百科事典・辞書・ニュース・学術サイトURL集などを集積した

日本最大の知識データベースを一括検索できます。
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OPACにアクセスするには、摂南大学のＨＰを開き、メニューにある「教育施設」を

クリックしてください。

「教育施設」のページには「情報メディアセンター」と「図書館」へのリンクがあります。

「図書館」へのリンクをクリックしてください。

OPACによる検索（所蔵検索）

1

摂大のHP（http://www.setsunan.ac.jp/）を

開き、「教育施設」をクリック 

「図書館を」クリック 



「図書館」のページには利用案内や図書館コンテンツへのリンクが掲載されています。

その中にある「蔵書検索（OPACシステム）」をクリックしてください。

OPACのページにアクセスしました。このページは摂大図書館と常翔啓光学園

中学校・高等学校図書室の共用となっています。

OPACにようこそ !

2

「蔵書検索」をクリック 

検索対象館をクリック

して選択してください 

利用状況等を参照するに

は「利用者サービス」を

ポイントしてメニューを

選択し、ログインして確

認してください 



① 本のタイトル、著者名による検索

検索ボックスに「タイトル」や「著者名」等を入力すると検索候補が表示されます。

検索語を入力、または検索したい語があれば選択して検索を行ってみます。

検索に該当するものがあれば以下のように検索結果一覧が表示されます。

目当ての本があればタイトルをクリックしてください。

3

タイトル、著者名等を入力 

１項目でもＯＫです 

入力後、「検索」

をクリックします 



タイトルをクリックすると所蔵詳細画面が表示され、資料IDや受入日、配置場所など

その本に関する詳細な情報を表示

タイトルによる検索 書名をすべて入力して検索する時は、タイトルに「、」や

「・」があれば、それらも間違いなく入力しないとヒット

しないことがあります。

例）「世界の中心で、愛をさけぶ」この場合「で」の後の

「、」を入力するか「、」のところにスペースを空けなけ

ればヒットしないケースがあります。そんな時は、タイト

ルの中の「世界」「中心」などをスペースで区切って検索

するとヒットしやすくなります。

請求記号 資料が図書館のどこの書架にならんでいるかを示している

のが請求記号の番号です。資料は内容（分野）にもとづい

て分類され、この番号をつけて書架に並べています。その

棚にたどりつけば、関連した他の資料も手にとって見るこ

とができます。ほとんどの図書は、NDC(日本十進分類法)

による分類になっています。図書館各階の図書室の入口に

分類の方法と体系をパネルで明示しています。よく利用す

ると思われる分野の分類番号を覚えておくと便利です。

著者名による検索 著者名で検索する時は、「姓」と「名」の間にスペースを

入れてください。

4

表紙画像が表示

されます（表示さ

れないものもあり） 

本の状態(貸出中等)が 

わかります 

本を配置している 

フロア、場所 

本の請求記号 

配架している棚が 

わかります 

クリックする

と詳細が見ら

れます 



②キーワードによる検索

先ほどはタイトルや著者名で検索しましたが、興味のあるキーワードを入力して検索

することもできます。

キーワードを複数入れる場合はスペースで区切って入力することもできます。

キーワードで検索した結果は以下のように表示されます。検索したキーワドがハイ

ライトで表示されます。

検索結果一覧に見たい本があれば、見出しをクリックすると詳細が表示されます。

5

キーワードを入力し、 

「検索」をクリックします 

リンクをクリックすると

詳細が表示されます 



先ほどと同様に本の配置場所などの情報が表示されます。

画面を下にスクロールしていくと「あらすじ」が表示されているもものあります。

キーワード

本学に所蔵していない場合

※OPACは２２時～２３時の間、メンテナンスのためつながらない、もしくは

　つながりにくくなる場合がございます

キーワードは資料の内容に対して付与したものです。

特定のテーマで調べたい時はタイトルにかかわらず内容か

ら探せるので大変便利です。

例えば、「日本建築」というテーマで資料を探すとき、タ

イトル「日本建築」ではすべての本が探せない場合があり

ます。

そういう場合はキーワード「日本建築」で検索すると「日

本の民家」「和風建築」などもヒットします。

検索範囲を全館に広げていくと学園内(大阪工業大学等)に

ある場合はヒットします。

その場合貸出可能なものはカウンターに申し込むと取り寄

せることができます。

また、直接大阪工業大学等の図書館に行って利用すること

もできます。その際は必ず学生証を持参してください

6

本を配置している 

フロア、場所 本の請求記号で、

配架している棚が

わかります 

検索した図書の書

誌画面に、参考情

報もあります 



本の並び方

請求記号ラベル

本は請求記号にしたがって、書架の一番上の段の左端から分類番号の小さいものから順

番に並んでいます。同じ分類番号を持った本は著者記号のアルファベット順に並んでい

ます。請求記号は本の背表紙に貼ってあるラベルに表示してあります。

7

331

A

分類番号 

著者記号 

159.7 

G 

書架での本の並び方 
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「EJ検索」タブを選択し、タイトル等を入力することによって電子ジャーナルを検索

することができます。

「EJ検索」では雑誌のタイトルを前方一致・完全一致・AND検索とISSNから検索

することができます。

※一部検索できないタイトルもあります。

9

電子ジャーナル(EJ)の検索

タブ「EJ検索」をクリッ

クして選択します 

検索方法を選び、タイト

ル等を入力して「検索」

ボタンをクリックします 



電子ジャーナルポータルサイトにジャンプし、検索結果は以下のように表示されます。

リストにあるリンクをクリックするとそのタイトルの全文サイトにアクセスします。

10

検索結果リストが表示さ

れ、リンクをクリックす

るとジャーナルのページ

にアクセスできます 



図書館では色々なデータベースを契約していますが、ここではCiNiiから論文を検索する

方法をご紹介します。

図書館のホームページにある「オンラインジャーナル／外部データベース」ノリンクを

クリックします。

「データベース一覧」のページが開いたら、メニューにある「外部データベース」→

「その他論文検索」とポイントし、「CiNii Articles」をクリックしてください。

CiNiiによる検索（論文検索）

11

図書館のページを開き、

「オンラインジャーナル

／外部データベース」を

クリック 

「データベース一覧」のページが

開くので「外部データベース」→

「その他論文検索」とポイントし、

「CiNii Articles」クリック 



「CiNii Articles」の紹介文が掲載されています。簡易ガイドへのリンクがある場合も

あります。CiNiiにアクセスするには「CiNii Articles」をクリックします。

CiNii Articlesは以下のような画面となっています。また、大学図書館の本を探すことが

できる「CiNii Books」へは検索ボタンの上のリンクからアクセスできます。

12

「CiNii Articles」を

クリック 

「CiNii Books」にアクセス

するには「大学図書館の本

をさがす」をクリックして

ください 



検索ボックスに探している論文に関するキーワードを入力し、検索ボタンをクリック

してください。

キーワードを複数入力する場合はスペースで区切って入力してください。複数のキー

ワードで検索することにより、絞り込み検索を行えます。

13

検索画面が開くので、

探したい論文に関する

キーワードを入力し、

検索をクリック 

件数が多い場合はキー

ワードを追加して絞り

込みを行います 



検索を行うと結果一覧がリストで表示されます。一覧にある論文の見出しをクリック

すると詳細が表示されます。

本文にリンクのある公開済のものは、全文を見ることが可能です。

14

見たい論文があればタイ

トルをクリックして詳細

を表示します 

本文へのリンクがあれば、

本文を表示させることが

できます 



本文データの利用が無料の場合、PDFファイルで本文が表示されます。画面の拡大や

印刷などはブラウザかPDFリーダーソフトから行うことができます。

見たい論文の本文が利用できない場合、CiNii Booksのアイコンをクリックすると

その論文の所蔵館を調べることができます。

図書館で色々なデータを印刷する場合、用紙は利用者がご用意ください

15

本文利用が無料の場合、

本文が表示されます 

本文をプリントアウトし

たい時は印刷をクリック

します 

見たい論文が利用できない場合、 

Cinii Books 

をクリックするとその論文の所蔵

館を調べることができます 



本学に所蔵がない場合は、所蔵図書館を見て閲覧申込等の参考にしてください。

16

所蔵している文献等を直接他大学で閲覧したい時は、本学図書館の紹介状が必要にな

ります。（閲覧可能な図書館に限る）

紹介状はレファレンスカウンターに申込みをしてください。

この本を所蔵する大学図書館が表

示されます 

本学に所蔵がない場合、所蔵図書

館を見て文献複写や閲覧申込の参

考にしてください 



図書館ではCiNiiにリンクリゾルバを設定しています。検索結果にある「フルテキストを

探す」をクリックするとオンラインで閲覧可能かどうか調べることができます。

17

CiNiiと摂大図書館OPACの連携機能(リンクリゾルバ)について 

CiNiiの検索結果にある「フル

テキストを探す」をクリック

すると、該当論文を掲載した

雑誌がオンラインで閲覧でき

るか調べることができます 

「電子ジャーナルポータルサイ

ト」が開き、オンラインで閲覧で

きる資料があった場合はこちらに

リンクが表示されますので、この

リンクをクリックするとアクセス

できます 

アクセスできる資料がオンラインで

見つからなかった場合は、こちらの

ボタンからマイライブラリにログイ

ンしてILL（複写・貸借依頼）を行

うことができます（教員のみ） 



検索結果一覧にある「摂大の所蔵を調べる」をクリックすると、OPAC画面にアクセス

して摂大図書館にあるかどうかを調べることができます。

図書館に所蔵がある場合は以下のように表示されます。図書館に所蔵がない場合は、

ILLの申込みをしてください。
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CiNiiの検索結果から該当論文を掲

載した雑誌が摂大図書館にあるか

どうかを調べる場合は、「摂大の

所蔵を調べる」をクリックしてく

ださい 

所蔵がある場合には所蔵一覧

が表示され、所蔵詳細が確認

できます 



論文の著者名に設定されているリンクをクリックするとその著者の他の論文を検索

します。

著者の他の論文も調べることもできます
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この論文の著者について、他

の論文も調べたいときは、著

者名をクリックしてください 

著者の論文一覧が表示され

ます 



摂大図書館では、スマートSearchでディスカバリー検索をすることができます。

スマートSearchはOPACのタブを選択して検索できます。

スマートSearchで摂南大学が所蔵する図書・雑誌だけでなく電子資料（電子ジャー

ナルやデータベースなど）も含めて幅広く検索できます。 

スマートSearchでは「簡易検索」と「詳細検索」の２通りの検索があります。

初期画面は「簡易検索」です。検索したいキーワードを入れて検索します。

20

スマートSearchによる検索

キーワードを入力して「検索」ボタ

ンをクリック 

「スマートSearch」のタブをク

リックして選択します 



検索を実行すると以下のような検索結果画面が表示されます。

主な機能等については以下の通りです。

Ａ 検索結果を文献のタイプや所蔵場所、著者などで絞り込むことができます。

Ｂ 表示順を適合度や日付新しい／古い順で並べ替えることができます。

Ｃ 表紙画像または、資料の種類を⽰す資料アイコンを表⽰します。オンラインで

見られるものは「オンライン」のマークが付いています。

Ｄ 資料名（雑誌名、書籍名、論⽂タイトル）などを表⽰します。

Ｅ 書誌情報（巻、号、ページや著者名、ISSN/ISBNなど）を表⽰します。

Ｆ 資料の種類と本⽂提供状況を表⽰します。「本⽂あり」の場合はオンラインで

⽂献を読むことができます。

Ｇ 資料情報を保存したり、メールで送ることができます。

21

A 
B 

C 

F 

E 

D 
G 



スマートSearchロゴの横にある「詳細検索」をクリックすると詳細検索画面が表示

されます。

詳細検索画面では、下記の条件を設定して検索することもできます。

キーワード・タイトル・著者・ISBN・ISSN

また、スマートSearchのロゴをクリックするとより詳細な検索ができる画面へと

ジャンプします。

詳細検索画面では、下記の条件を設定して検索することもできます。

22

スマートSearchのタブの中にある「詳

細検索」をクリックします 

スマートSearchのロゴをクリック 



データベース一覧のメニューから聞蔵IIビジュアル（以下聞蔵）を選択します。

聞蔵Ⅱビジュアルの検索

23

「データベース一覧」の

ページを開き、「外部

データベース」→「新聞

記事検索等」とポイント

し、「聞蔵Ⅱビジュア

ル」をクリックします 

「聞蔵Ⅱビジュアル」をク

リックします 



聞蔵へは自動ログインできますが、いったん下のようなログイン画面から「ログイン

画面へ」をクリックしてログインする必要があります。

聞蔵の同時アクセス数は２です。すでに２アクセス使用されている場合は以下のような

画面が表示されます。しばらく待ってから再度アクセスしてください。

24

「ログイン画面へ」 

をクリックします 

聞蔵Ⅱビジュアルの同時アクセス

数は２となっていますので、この

画面が出ましたらしばらくしてか

ら再度アクセスしてください 



検索画面は以下のようなものとなっています。利用したいコンテンツのタブを選んで

利用してください。

※聞蔵の基本コンテンツ[朝日新聞1985～、週刊朝日・ＡＥＲＡ　全文記事データ

ベース、朝日新聞縮刷版　昭和戦後紙面データベース（1945～1989）、現代用語

事典　知恵蔵（ちえぞう）]が利用できます。

※必ず「ログアウト」を実行してください。

25

キーワードを入力し、

「検索実行」をクリック 

記事タイトルをクリッ

クすると記事本文が閲

覧できます 

紙面イメージ（PDF）

で記事を閲覧できるも

のもあります 

最後は必ず 

「ログアウト」 

をクリック！ 



データベース一覧のメニューからジャパンナレッジを選択します。

利用方法の簡易ガイドへのリンクも記載していますのでご利用ください。

ジャパンナレッジによる検索

26

「データベース一覧」の

ページを開き、「外部

データベース」→「新聞

記事検索等」とポイント

し、「ジャパンナレッジ

Lib」をクリックします 

「ジャパンナレッジLib」を

クリックします 



ジャパンナレッジもいったんログイン画面にアクセスし、「ログインする」をクリック

してからログインをします。

検索画面が開くと、自動でよく検索されているキーワードで検索された状態で開かれ

ます。新たに検索するにはボックスにキーワードを入力して「検索」をクリックします。

セキュリティの警告が出ても続行してください

27

「ログイン」をク

リックします 

検索したいキー

ワードを入力して

「検索」をクリッ

クします 



検索を実行すると検索結果が一覧で表示されます。閲覧したい記事の見出しをクリック

してください。

本文画面を読んでいてわからない言葉があった場合、画面右にある「Knowledge

Searcher」をクリックして表示をピンク色にすると、本文のところをドラッグする

だけで、そのキーワードを子画面で検索してくれます。

28

検索結果一覧が表示され

ますので、閲覧したい記

事のタイトルをクリック

してください 

本文画面の時に

「Knowledge Searcher」

をクリックしてピンク色にし、

本文をドラッグします 



子画面が出てきて、ドラッグしたキーワードの検索結果が表示されます。さらに子画面

に表示されている見出しをクリックすると別画面で本文表示します。

ジャパンナレッジは同時アクセス数が４です。利用が終わりましたら忘れずに画面の

右上にある「ログアウト」をクリックしてログアウトしてください。

29

ドラッグしたキーワード

が検索され、さらに見出

しをクリックすると別画

面で表示してくれます 

このように別画面で表示

してくれるので、本文中

に分からない言葉が出て

きたときに非常に便利な

機能です 

最後は必ず 

「ログアウト」 

をクリック！ 



図書館からのお知らせは、大学ＨＰや図書館ポータルにもありますので大いにご利用ください。

図書館ポータルへは、OPAC画面左上や大学ＨＰの図書館ページにリンクがあります。

30

図書館からのお知らせ

このページから学術情報

の横断検索、ＯＰＡＣ、

開館カレンダー、オンラ

イン情報源のページに簡

単にアクセスすることが

できます 

「図書館ポータル」をクリック 
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