
Moodle2の使い方 
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http://portal.mie-u.ac.jp/moodle2/ 

三重大学Moodleをクリック 



ログイン 
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統一アカウントでログイン 

ログインできているか確認 



コースを選択 
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図書館をクリック 

図書館職員の説明を聞き
正しいコースを選んでくだ

さい。 



登録キーを入力 
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登録キーを入力し「このコー
スに登録する」をクリック 
※登録キーは… 



終了時はログアウト 

Moodle2の利用を終えるときは、ログアウト
をします。 
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講習会のページにアクセスできた人は 

 

「イントロクイズ」に挑戦してください！ 
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◆情報検索入門講習会◆ 

三重大学附属図書館 

利用者サービス担当（情報リテラシー） 

Email literacy@ab.mie-u.ac.jp 
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1コマコース 

 
 



本日の学習目標 

1. 大学生の学習方法について知る 

 

2．授業に必要な図書を探すことができる 

 

3．参考図書やデータベースの使い方を知る 

どうぞよろしくお願いします 
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0.図書館のサービスを知ろう 
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図書館の役割 

学習に必要な資料を提供 
 図書、学術雑誌、データベース、視聴覚資料 

学習スペースの提供 
 静かな学習空間（2F Quietエリア／3F Silentエリア） 

 ラーニングコモンズ（1F Commonsエリア / MEIPL館） 

 学習用パソコン、無線LAN 

スタッフによる学習支援 
 参考調査 

 ILL 

 情報検索講習会 

 

10 



図書館の役割 

資料提供 
• 学生図書（2F開架スペース） 

 10冊まで2週間、貸出延長可能（3回まで） 

 

 

• 参考図書（2F開架スペース）【禁帯出（貸出不可）】 
辞書や辞典など調べもの 

• 書庫内図書 
カウンターに申し込み、スタッフが図書を取ってきます 

学生図書と合計10冊まで2週間 

書庫内ツアーを受講すれば、入庫資格が手に入ります 

  （詳細は、参考調査カウンタでお尋ねください） 
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延滞すると、返し遅れた
日数分図書が借りられな
くなるよ！ 

夏休みなど休業期間中や、教育実習、卒業論文作成用の
長期間貸出制度もあります（貸出カウンターで確認してね） 



図書館の役割 

資料提供 

• 学術雑誌（製本） 【禁帯出（貸出不可）】 

 1F集密書架（手動式） 

開架書庫1/2F（電動式集密書架） 

• 新聞 【禁帯出（貸出不可）】 

全国紙、地方紙、英字（Japan Times） 

新聞記事データベース（朝日、日経、中日） 

• 視聴覚資料 【禁帯出（貸出不可）】 

 1Fの閲覧ブースで視聴 

• マイクロ資料【禁帯出（貸出不可）】 
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図書館の役割 

学習スペース提供 

• 3F Silent（無音）エリア 

パソコンや電卓など音のでる機器は使用不可 

• 2F Quiet（静音）エリア 

学生図書や参考図書そばの、静かな学習空間 

 2F専用の入館ゲート、自動貸出装置あり 

研究個室（学部最終学年、大学院生のみ） 

学習用パソコン（総情センターPC） 

 統一アカウント 

 カラープリンタ 
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静粛に… 

・・・沈黙 



図書館の役割 

学習スペース提供 
• １F Commonsエリア 

 レイアウト自由な机・椅子、ホワイトボード 
 グループ学習、プレゼンテーション（プロジェクタ） 

 学習用パソコン（総情センターPC＋プリンタ） 

• 環境・情報科学館（MEIPL館） 
 2F ラーニング・コモンズ 

 グループ学習 

 プレゼンテーション練習（プロジェクタ） 

 学習用パソコン（総情センターPC＋プリンタ） 

 3F ティーチング・コモンズ 
 授業利用がない時間帯は学習スペースとして開放 
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ディスカッション
OK！ 

ディスカッション
OK！ 



快適な学習スペースを維持するために 

学習の形態にあわせてエリアを選ぼう 

• 一人で集中して 【 3F Silentエリア】 

おしゃべりは厳禁！  

パソコン、電卓も禁止 

（キーボードの音を迷惑に感じる人もいます…） 

• いわゆる「静かな図書館」 【 2F Quietエリア】 
 必要最小限の小声での相談などはOKです 

 パソコンも使えます！ 

• グループ学習  【 Commonsエリア、MEIPL館】 
 ディスカッションは歓迎だけど…ゲームで盛り上がるのは… 
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各階のリフ
レッシュコー
ナーは携帯通
話OK！ 



快適な学習スペースを維持するために 

飲食は禁止です！ 

• 食べ物 持ち込み厳禁 

• 飲み物 

水筒やペットボトルなどしっかりと蓋のできるものな
ら、持ち込みOK 

持ち込んだ飲み物は鞄に入れておき、各階にある
リフレッシュコーナー内で飲んでください 

 

食事をとりたい場合は… 
 MEIPL館の2Fと3Fへどうぞ 

 図書館2F入館ゲート外のアメニティーコーナーもOK 
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虫害の原因 
となります！ 紙パックや 

缶コーヒー
はダメです 

MEIPL館1Fは
飲食厳禁！ 



18 

各階のリフレッシュ
コーナーの位置 
各階のリフレッシュ
コーナーの位置 
各階のリフレッシュ
コーナーの位置 
リフレッシュコーナー 
○飲料／×食事 

アメニティコーナー 
○飲料／ ○食事 

図書館内の飲食可能エリア 

資料を汚さない
ためにご協力
をお願いします 
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１.大学生の学習方法を知る 

  （アクティブラーニング） 



大学での学習（単位制度) 
 

大学の講義は、単位制度 

• 「シラバス（授業計画案内）」を見て学習計画を
立て、履修する科目を決める 

• ４年間で卒業に必要な単位を揃える 

1単位あたり45時間の学習が必要 

• 半期１科目（２単位）＝９０時間の学習 

• 半期の授業１５回で３０時間（２時間×１５回） 

残りの６０時間は、自学自習が求められる 

• 授業の空きコマは、図書館で勉強しましょう！ 
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大学での学習（自学・自習） 
 

教科書で予習して、授業を聞いて、復習する
なら、高校時代と変わらない? 

• 必ずしも１冊の教科書があるわけではない 

• 宿題用の問題集なんかもありません！ 

先生が指示する図書や資料を中心に、関連
資料を広く読むことが求められます 

記述式の試験やレポートの作成が増え、知識
を増やすだけでなく、考える力が必要です 

学生の皆さん自身による自学・自習が不可欠
です 
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来週までに、「食と安全」という 
テーマで、レポートを提出！ 

参考になる図書の情報を板書する
ので、読んできなさい 

 

１）嘉田良平. 食品の安全性を考える ．
改訂版 , 放送大学教育振興会 , 2008, 
255p． 

２）農政ジャーナリストの会編．動き出し
た食品安全行政, 農林統計協会,  
2004, 157p． 

ある授業の１コマ 



大学での学習（アクティブラーニング) 
 

講義中心の授業からアクティブラーニングへ 

• 講義を一方的に聴講するだけでなく、学生自身が
ディスカッションしたり、レポートを書いたり、プレゼ
ンテーションしたりする機会が増えています 

 

図書館を活用しよう！ 

• 1年生の段階で、図書館が提供するサービスを理
解して、徹底的に活用するスキルを身に付けるこ
とが、大学での学習生活を成功に導くカギです 
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２.授業に必要な図書を探す 

  （三重大学OPACの検索方法） 



26 

来週までに、「食と安全」という 
テーマで、レポートを提出！ 

参考になる図書の情報を板書する
ので、読んできなさい 

 

１）嘉田良平. 食品の安全性を考える ．
改訂版 , 放送大学教育振興会 , 2008, 
255p． 

２）農政ジャーナリストの会編．動き出し
た食品安全行政, 農林統計協会,  
2004, 157p． 

自分で探さないとい
けないの…？ 

大学での学習 ある授業の１コマ 



①テーマを 
決定する 

②情報探
索手順を 
考える 

③情報を 
検索・入手
する 

④情報を 
分析・評
価・整理・
管理する 

⑤情報を 
活用・発信
する 

⑥プロセス
を振り返る 

図書を探す 

アクティブラーニングのサイクル 

  

   

  読むべき資料（図書）も 
先生から指示されている 

その図書をどうやったら 
入手できるのかな？ 

今回は、テーマは 
先生から与えられた 



まず、大学図書館にないか探してみよう 

「三重大学OPAC」を使いましょう！ 
• 大学全体で所蔵する図書や雑誌を探せます 

• その資料がどこにあるかや、貸出状況もわかります 

インターネットで公開しています 
• 図書館から、研究室から、自宅からWEB上で検索 

• http://opac.lib.mie-u.ac.jp/opc/ 
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OPAC豆知識 
 OPACは Online Public Access Catalog の略称です 

三重大学の図書を探す 



①テーマを 
決定する 

②情報探
索手順を 
考える 

③情報を 
検索・入手
する 

④情報を 
分析・評
価・整理・
管理する 

⑤情報を 
活用・発信
する 

⑥プロセス
を振り返る 

図書を探す 

アクティブラーニングのサイクル 

  

   

 

  
附属図書館にあれば、 
借りることができる 

図書館のOPACで 
検索しよう 



三重大学の図書を探す 
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附属図書館ホームページ 



三重大学の図書を探す 
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「詳細検索画面」 

  を使って検索しましょう 



三重大学の図書を探す 
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1冊目の図書「食品の安全性を考える 」を探す 

まず、図書のタイトル 
で探しましょう 



検索のコツ ①キーワード（検索キー） 

三重大学OPACの、検索キーワードの鉄則 

• タイトルに含まれる主要な単語・を２、３個
（漢字の代わりにヨミでもOK！） 

  

「食品の安全性を考える」 
 

• ヒット件数が多い場合、著者の「姓」を追加 

 （○「嘉田」 △「嘉田良平」） 
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三重大学の図書を探すA 
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選択資料を 
 「図書」に 

「食品 安全性」と 
      入力 

1冊目の図書「食品の安全性を考える 」を探す 



OPAC「検索結果一覧」画面 
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ヒット件数 

絞り込み 

検索結果の
並び替え 

詳しく見たい 
資料名を 
  クリック 

表示件数
の変更 



OPAC「検索結果詳細」画面 

36 

書誌情報 
（その図書の詳細情報） 

書名、著者名、出版者(社)名、
出版年、版、参考文献 など 

類似資料 

先生から指示のあった図書と同じ
ものかどうか、タイトルだけでなく、
著者名や出版年、版などをチェッ
クしよう！ 



①テーマを 
決定する 

②情報探
索手順を 
考える 

③情報を 
検索・入手
する 

④情報を 
分析・評
価・整理・
管理する 

⑤情報を 
活用・発信
する 

⑥プロセス
を振り返る 

図書を探す 

アクティブラーニングのサイクル 

  

   

 

  

先生から指示された 
図書がヒットした！ 

その本は、どこにあるのか 
を調べる 



OPAC「検索結果詳細」画面 
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所蔵情報 
（図書が｢どこ｣にあるか） 
 - 図書館か研究室か 

 - 図書館のどの場所。 

 - 貸し出されてるかどうか 



所蔵情報をチェック！ ポイント1 - 所在 

図・開架・図書 
 本棚まで直接行って図書を 

  自由に手に取れるスペース 
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所蔵情報をチェック！ ポイント1 - 所在 

図・書庫：鍵がかかっていて、自由に入ることができないスペース 

 貸出カウンターへ「書庫内図書請求票」を提出。 
 職員が取ってきます  【利用】 平日 9：00-16：50 

 「閉架書庫利用のためのガイダンス」受講者は、カウンターで鍵を受け
取り、書庫内に入ることが出来るようになります。 

 書庫内の図書も、館外貸出可能です（一部例外を除く）。 
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研究室から取り寄せられます 

【受付】 平日9：00-17：00 

【取寄にかかる期間】 10日程度 

41 

Ｗｅｂサービスや 

 参考調査カウンター
で受付 

所在が「医・医学科図書室」の場合は、例外です。直接医学科図書室（探
索医学研究棟（管理棟）2階）へ行って利用できます。 

所蔵情報をチェック！ ポイント1 - 所在 
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分類番号は本の内容を表す。 
図書館で本は請求記号順に並ぶ。 
 200番台＝歴史 
 300番台＝社会科学 
 400番台＝自然科学 
  460番台＝生物科学・一般生物学 
    490番台＝医学・薬学  

図書の背ラベル 

所蔵情報をチェック！ ポイント2 – 請求記号 
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日本の図書館のほとんどが 
この分類を使っています。 

よく使う番号は覚えておくと
便利！ 



①テーマを 
決定する 

②情報探
索手順を 
考える 

③情報を 
検索・入手
する 

④情報を 
分析・評
価・整理・
管理する 

⑤情報を 
活用・発信
する 

⑥プロセス
を振り返る 

図書を探す 

アクティブラーニングのサイクル 

  

   

 

  

探していた本が見つかった！ 

借りて帰って家で読もう 
必要な部分をコピーしよう 



図書を借りる 

自動貸出機やカウンターで貸出手続 

もっと長く借りていたい！ 

• 図書の貸出期間 ： 2週間 

• 返却期限の延長 ： 3回まで 

 延長の期限は手続きした日から2週間 

 予約が入っている図書は延長できません 

貸出中の場合 

• 予約ができます 

書庫内図書の場合 

• 貸出カウンターで、館外貸出が可能（一部例外を除く） 
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Ｗｅｂサービス 
（Myポータル）や 
 カウンターで 
  延長手続きを！ 

Myポータルから予
約手続きを！ 



予約ボタンをクリッ
クし、Myポータルへ
ログインする 

貸出中の図書を予約する  

46 



Myポータルにログインしよう 
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カードID：学籍番号 
パスワード：統一アカウント 



Myポータルの予約画面 
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「予約を行うボタ
ンをクリックする 

予約図書が返却されたら、
メールで連絡があります 

Myポータルには、 

学生用メールアドレス
が登録されています 



館内のコピー機で資料を複写する 

複写機（1階カウンター横）使用の手続き 

• 複写機横にある「文献複写申込書」 

  に記入して、ボックスに入れる 

複写する時の注意 

• 著作権に注意 

 NG例：図書1冊すべて、雑誌最新号 
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図書館での資料の複写は、 
・本人の調査研究の目的のためであること 
・公表された著作物の一部分であること 
 （発行後相当期間(※2)を経過し、通常の 
 販売経路による入手が困難となった定期 
 刊行物に掲載された著作物については、 
 その全部も可） 
・一人につき一部の複写であること 
という制限があります。 



館内のコピー機で資料を複写する 

館内設置のコイン式コピー機を使って、 

著作権法第31条の条件の範囲内で、 

図書館の資料を複写することが出来ます 

文献複写申込書に記入し、複写申請の手続きが必要 

図書1冊全部のコピーはできません（概ね半分以下） 

定期刊行物（雑誌・新聞）の最新号・当日分はコピー不可 

図書館資料のみ 

• 私物の本やノート・プリントは不可 

本人のための1部のみ 他人の分は不可 
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（補足） 
 OPAC検索のコツ 

①キーワード（検索キー）を選ぶ 

②キーワードを組み合わせる（論理演算） 
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検索のコツ① キーワード（検索キー） 

情報検索のコツは、上手なキーワード選びです 

• 「食品の安全性を考える」 or 「食品 安全性」 

• データベースごとに仕様（癖）が違います 

三重大学OPACの場合は… 

• 特定の本を探す【OPACの得意技です！】 

→タイトルや著者名などから正確にキーワードを抜き出す 
 

• ○○に関する本を探す【OPACは苦手かも…】 

→タイトルに含まれていそうなキーワードを考える… 
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テーマから探す場合は 
別の手段も併用しよう 



検索のコツ ①キーワード（検索キー） 

三重大学OPACで特定の本を探す 

『食品の安全性を考える』と 

 「タイトル」にそのまま入れて検索すると・・・ 
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食品の安全性を考える 

２件ヒットします！ 
（初版と改訂版） 



検索のコツ ①キーワード（検索キー） 

でも、転記ミスや入力ミス（誤変換）があると… 

• ×「食料の安全性を考える」 

• ×「食品の安心性を考える」 

  →OPACの書誌情報と異なるものはヒットしない 

 

タイトルからキーワードを切り出して使おう！ 

• 「食品」「安全性」のような単語・熟語を目安に 

• 「安全」 or 「安全性」？ 
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検索のコツ ①キーワード（検索キー） 

三重大学OPACの、検索キーワードの鉄則 

• タイトルに含まれる主要な単語・を２、３個
（漢字の代わりにヨミでもOK！） 

  

• ヒット件数が多い場合、著者の「姓」を追加 

 （○「嘉田」 △「嘉田良平」） 

55 



検索のコツ ②論理演算 

キーワードを組み合わせるテクニック 

バイオ
テクノ
ロジー 

食品 食品 食料 

AND検索 OR検索 

バイオテクノロジー 食品 

バイオテクノロジー  AND 食品 

食品 OR 食料 

・AND,ORは、半角大文字で！ 
・スペースは、半角で！ 
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食料 食品 

検索のコツ ②論理演算 

キーワードを組み合わせるテクニック（応用） 

AND検索とOR検索の組み合わせ 

バイオテクノロジー AND  (食品 OR 食料) 

       かつ 

＊NOT検索  →  食品 NOT サプリメント 
＊フレーズ検索  →   “特定保健用食品” 

その他 

｢食品｣もしくは｢食料｣という 
         言葉を持ち 

｢バイオテクノロジー｣という 
         言葉を持つ 
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検索 （応用：フルタイトル検索） 

一般的な単語の短い書名の場合 

• 『生理学』、 『万葉集』、 『Nature』 … 

    → 「タイトル」＝「生理学」で検索すると… 

      300件以上ヒット！「植物生理学入門」なども該当 

    → 「フルタイトル」ボックスを使うと… 

      入力したワードと完全に一致する書名だけヒット！ 
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検索実習 

各グループごとに次スライド掲載課題図書
をOPACで探してください 

ヒットした図書の書誌情報が、課題の図書
に一致しているかどうかを確認しましょう 

• 著者名や版表示、出版年を確認してください 

所蔵情報も確認してください 

• 実際に図書を手に入れるための行動をシミュ
レーションしてください 

別のキーワードを使ったり、「タイトル・ワー
ド」以外の項目も試してみましょう 
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検索実習 

柴田雄次, 津田栄, 島村修著.化学.大日本
図書, 1964, 351p. 

加藤元一. 生理學. 改訂第21版, 南江堂, 
1954, 403 p. 

桜井英博, 柴岡弘郎, 芦原担, 高橋陽介. 
植物生理学入門. 三訂版, 培風館, 2001, 
335p. 
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61 

２.授業に必要な図書を探す 

  （三重県立図書館「横断検索」） 



62 

先生、三重大学OPACで検索をしたら、 
３冊めの図書は、三重大学に所蔵していないみたいです。 
読むことはできませんか？ 

三重県内の公
共図書館にな
ら、あるかもし
れないよ。 

 

１）嘉田良平. 食品の安全性を考える ．改訂
版 , 放送大学教育振興会 , 2008, 255p． 

２）今井勝行, 磯部由香著．食の視点 : 日本人
の食生活を考える．文理閣 , 2009, 146p． 

３）農政ジャーナリストの会編．動き出した食品
安全行政, 農林統計協会, 2004, 157p． 



①テーマを 
決定する 

②情報探
索手順を 
考える 

③情報を 
検索・入手
する 

④情報を 
分析・評
価・整理・
管理する 

⑤情報を 
活用・発信
する 

⑥プロセス
を振り返る 

図書を探す 

アクティブラーニングのサイクル 

  

   

 

  
三重大学では 
所蔵していない 

県内の公立図書館で 
探そう 



三重県立図書館「横断検索」 

三重県内の公立図書館の蔵書を一括検索でき
ます 

• 県内にどんな本があるかがわかる 

• どの図書館にあるかがわかる 

• 実は、三重大学の蔵書も検索対象です 

インターネット上の無料の公開データベース 

• 三重県立図書館のホームページで提供されています
（URL:http://www.library.pref.mie.lg.jp/） 
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横断検索はココをクリック 

65 

三重県立図書館「横断検索」 

附属図書館ホームページ 



66 

三重県立図書館「横断検索」 

「詳細検索画面」 

  を使って検索しましょう 



食品 安全 行政 

三重県立図書館「横断検索」 

67 

検索対象の図書館を 

指定できます 

タイトルから検索
キーワードを入力し
ます 



横断検索「検索結果一覧」画面 

 

68 

「くわしい情報を見る」
のボタンを押す 



横断検索「検索結果詳細」画面 

69 

書誌情報 
（その図書の詳細情報） 

書名、著者名、出版者(社)名、
出版年、版、参考文献 など 探している図書と同じものかどうか、

タイトルだけでなく、著者名や出版
年、版などをチェックしよう！ 

所蔵情報 

津市の河芸図書館が 
持っている 



①テーマを 
決定する 

②情報探
索手順を 
考える 

③情報を 
検索・入手
する 

④情報を 
分析・評
価・整理・
管理する 

⑤情報を 
活用・発信
する 

⑥プロセス
を振り返る 

図書を探す 

アクティブラーニングのサイクル 

  

   

 

  

県内の公立図書館が 
持っている 

公共図書館の図書を 
利用する 



最寄りの図書館に直接行く 
• 事前に、開館時間や利用条件を問いあわせましょう 

• 利用券を作成すれば、図書を借りることができます 

三重大学附属図書館へ取り寄せをする（ILLサービス） 
• 横断検索でヒットした図書は、無料で取り寄せできます 

• 参考調査カウンターで相談してください 

• e-Bookingサービス 

 三重県立図書館の図書は、三重大学附属図書館を受け取り場所
として指定してインターネット上から貸出のお申し込みができます。 

 三重県立図書館の資料貸出券が必要 

 詳細は、以下のWebサイトを参照
http://www.library.pref.mie.lg.jp/ 

71 

県内の公立図書館の図書を利用する 
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73 

２.授業に必要な図書を探す 

 （全国大学図書館検索 CiNii Books） 



①テーマを 
決定する 

②情報探
索手順を 
考える 

③情報を 
検索・入手
する 

④情報を 
分析・評
価・整理・
管理する 

⑤情報を 
活用・発信
する 

⑥プロセス
を振り返る 

図書を探す 

アクティブラーニングのサイクル 

  

   

 

  
三重大学でも、県内の公立 
図書館でも所蔵していない 

他大学の図書館で探そう 



CiNii Booksで他大学の資料を探す 

全国版の検索システムです 

• 三重大学を含む全国の大学が持っている資料を探せます 

• 三重大学で所蔵していれば、所蔵情報のトップに表示 

 （但し、学内LANから検索した場合に限ります） 
 

インターネット上の無料の公開データベース 
• http://ci.nii.ac.jp/books/ 
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CiNii Booksは 

ココをクリック 
76 

CiNii Booksで他大学の資料を探す 

附属図書館ホームページ 



CiNii Books検索画面 
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タイトルから検索
キーワードを入力し
ます 



CiNii Books「検索結果一覧」画面 

78 

詳細情報を見るため、
タイトルをクリックする 



CiNii Books「検索結果詳細」画面 
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書誌情報 
（その図書の詳細情報） 

書名、著者名、出版者(社)名、
出版年、版、参考文献 など 

探している図書と同じものかどうか、
タイトルだけでなく、著者名や出版
年、版などをチェックしよう！ 



CiNii Books「検索結果詳細」画面 

80 

所蔵情報 

複数の大学図書館が 
持っている 



①テーマを 
決定する 

②情報探
索手順を 
考える 

③情報を 
検索・入手
する 

④情報を 
分析・評
価・整理・
管理する 

⑤情報を 
活用・発信
する 

⑥プロセス
を振り返る 

図書を探す 

アクティブラーニングのサイクル 

他大学の図書館が 
持っている… 

他大学図書館の図書を 
利用する 



最寄りの大学図書館に直接行く 
• 事前に、開館時間や利用条件を問いあわせましょう 

• 大学によっては、紹介状が必要な場合があります 

 参考調査カウンターに相談してください 

 

三重大学附属図書館へ取り寄せをする（ILLサービス） 
• 参考調査カウンターで相談してください 

• 有料サービス（郵送料等の実費が必要）です 

 

82 

他大学図書館の図書を利用する 



CiNii Booksから三重大学OPAC自動検索 

83 

所蔵情報 

三重大学にある図書の場
合は、所蔵情報のトップに
表示されます（学内LANか
らの検索時に限る） 

緑色のOPACボタンが表
示されていれば、クリック
すると三重大学OPACが
自動的に検索されます 



84 

CiNii Booksから三重大学OPAC自動検索 



  

85 

２.授業に必要な図書を探す 

 （WebcatPlusの連想検索） 



86 

先生、食の安全のなかでも、外国と
日本の取り組みに関する図書が読
んでみたいんです 

全国の大学図書館の蔵書を検索で
きる便利なデータベースがあるよ。 

これを使うと、テーマでの検索ができ
ます。 



①テーマを 
決定する 

②情報探
索手順を 
考える 

③情報を 
検索・入手
する 

④情報を 
分析・評
価・整理・
管理する 

⑤情報を 
活用・発信
する 

⑥プロセス
を振り返る 

図書を探す 

アクティブラーニングのサイクル 

  

   

 

  

テーマに関連した図書を 
探したい 

「○○に関する図書」を 
探せるデータベース 



 

OPACやCiNiiなどの蔵書検索データベースは、
特定の図書を探すのは得意です 

• 「○○関する図書」などテーマで探すのは苦手… 
 

レポートのテーマに関連する図書を自分で探し
たいときは… 

• 強力な連想検索機能をもつ「Webcat Plus」を使い
ましょう！ 

88 

Webcat Plusの連想検索で探す 



Webcat Plusの連想検索で探す 

全国版の検索システムです 

• CiNii Booksと同じ全国の大学の蔵書資料       
＋国立国会図書館や新刊書のデータも収録しています 

  （一部のデータには、所蔵情報が無いものがあります） 

• 目次・内容の紹介文を収録 

  （キーワード検索の対象にもなっています） 

• 連想検索機能があり、テーマ検索や文章での検索もで
きます 

インターネット上の無料の公開データベース 

• http://webcatplus.nii.ac.jp/ 
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WebcatPlusは 

ココをクリック 
90 

Webcat Plusの連想検索で探す 

附属図書館ホームページ 
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キーワードだけでなく、 
文章を入力することもできます 

Webcat Plusの連想検索で探す 



92 

Webcat Plusの連想検索で探す 

入力した文章に含まれ
る単語などから、関連
するキーワードで自動
的に検索してくれます 

ここに表示
された連想
ワードで絞
り込が可能
です 

関連性の高い図書を上
位に並べてくれます 

気になる図書 
をクリック 
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紹介文・目次 

書誌情報 

Webcat Plusの連想検索で探す 
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役に立ちそうな図書が 
見つかった 

どうやって入手しようか… 



Webcat Plusの連想検索で探す 

これまでの探索過程を応用しましょう 

• 三重大学OPACで探す 

• 県内の公立図書館の「横断検索」 

• CiNii Booksで全国大学図書館 

  

CiNii Books自動検索機能が便利です 

• Webcat Plusに所蔵情報（NCID欄）があればOK 

• CiNii Books→三重大学OPACも可能 

95 



96 

Webcat Plusの連想検索で探す 

所蔵情報 

NCID欄がある場合
は、大学図書館で所
蔵している図書です 

番号をクリックすると、 
CiNii Booksの検索
結果詳細画面へ 



Webcat Plus からCiNii Booksへ 

97 

所蔵情報 

複数の大学図書館が 
持っている 



CiNii Booksから三重大学OPAC自動検索 

98 

所蔵情報 

三重大学にある図書の場
合は、所蔵情報のトップに
表示されます（学内LANか
らの検索時に限る） 

緑色のOPACボタンが表
示されていれば、クリック
すると三重大学OPACが
自動的に検索されます 
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CiNii Booksから三重大学OPAC自動検索 



検索実習 

関心のある連想ワードで検索してください 

• 長いフレーズや文章で試してみましょう 

ヒットした図書が、大学図書館にあるかどう
か確認してください 

• 「NCID欄」があれば、クリックしてCiNii Bookで
確認しましょう 

• 三重大学にある場合は、三重大学OPACで、そ
の図書を検索してみましょう 

• 所蔵情報を確認して、実際に図書を手に入れる
ための行動までシミュレーションしてください 
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探している図書が見つからない… 

図書館スタッフの出番です！ 

• 国立国会図書館や他県の公立図書館を探します 

• 時には、海外の大学図書館の蔵書も検索します 

参考調査カウンターで相談してください 

• 平日9時～5時のサービスです 

• 所蔵調査だけでなく、データベースの使い方など、
なんでもどうぞ。 

購入リクエストもできます！ 
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学生用図書の購入リクエスト 

学習に必要な図書があれば、学生用図書の
予算の範囲内で購入します 

• 娯楽本や漫画など学生用図書としてふさわしくな
いものは購入できない場合があります 

Myポータルからリクエストできます 
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WEBサービス(Myポータル) 

・オンラインで申込みできます 

• 資料の取寄せ、リクエスト、予約、返却期限の延長 

       → WEBサービス(Myポータル)で可能 

• 自宅から、研究室からOK 
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Myポータルにログインしよう 

104 

カードID：学籍番号 
パスワード：統一アカウント 



Myポータルメニュー画面 
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購入リクエスト 



Myポータルメニュー画面 
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今借りている図書の確認など 

他の図書館からの資料取り寄せ申し込み 

リクエスト以外にも 
貸出図書の確認や予約、 
ILL申し込みなどが行えます 



Myポータルメニュー画面 
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登録メールアドレスの追加 

Myポータルには、予め 

学生用メールアドレスが
登録されています 



メールアドレスを登録しよう 

108 

メールアドレスを追加 
•家のパソコンのアドレス 
•携帯電話のアドレス 
   なんでもOKです!! 
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３.参考図書やデータベースを使う 



①テーマを 
決定する 

②情報探
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考える 

③情報を 
検索・入手
する 

④情報を 
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活用・発信
する 

⑥プロセス
を振り返る 

図書を探す 

アクティブラーニングのサイクル 

  

   

 

  

情報源には図書だけで
なく、様々なツールがあ
る 特徴に応じて利用し
よう 



図書 

Webサイト 

新聞 雑誌 地図 

使える情報源の例 

111 
CD、DVD 人 テレビ 



情報源の例(1) 参考図書  

参考図書、レファレンスブック 
 辞書や事典など、通読するのではなく用語や事
柄などについて調べるための図書 

 図書館２F 参考図書コーナー（館内閲覧のみ）
にあります 

   たとえば…. 

  「国語辞典」「ハンドブック」など.. 

 

112 

「テーマを決定する」時に、辞書や百科事典
で、問題やテーマの概略をつかんだり、キー
ワードを調べるのがおススメです。 



電子ブック（電子書籍、eBook）とは 

• 印刷体の本（図書）を電子化したもので、パソコンやタブレッ
ト端末で読みます 

• 三重大学では、学生の皆さんの学習用の資料として、
「Maruzen eBook Library」を提供しています 

 

現在、４０３タイトル利用可能 

• 教養図書や英語の速読本、辞書などをラインナップ 

• 本文を読むことができるタイトルリスト 

    http://www.lib.mie-u.ac.jp/internal/eBook_list.pdf 
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情報源の例（2）  電子ブック 

どんどん 
増やします！ 



パソコンやタブレット端末、スマートフォンで読もう 

• タイトルごとの同時アクセス数１ 

使い終わったら「閲覧終了」ボタンを押しましょう 

• 本文中の単語を検索できます 

• 必要なページをPDFファイルとしてダウンロードできます 

後で読んだり、印刷することもできます 

• 自宅などの学外からもアクセスできます 

学外からのアクセス方法の詳細はこちら 

 http://www.lib.mie-u.ac.jp/e_journal/service/maruzen.pdf 
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情報源の例（2）  電子ブック 



電子ブックはココをクリック 
115 

電子ブックを使ってみましょう 

附属図書館ホームページ 



電子ブックを使ってみましょう 

116 

三重大学で契約している
タイトルの一覧リストや 
学外アクセスの方法も 

このページから見ること
ができます 



電子ブックを使ってみましょう 
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ここをクリックして、三
重大学で契約してい
るタイトルにアクセス
できます 

三重大学で契約
していない電子
ブックは、本文が
読めません。。。 



電子ブックを使ってみましょう 
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黄色い「閲覧」ボタン
をクリック 



電子ブックを使ってみましょう 
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必要なページを 
PDFファイルとして 
ダウンロードできます 読みたいページに 

移動できます 
読みたいページに 
移動できます 



電子ブックを使ってみましょう 
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使い終わったら、
「閲覧終了」ボタン 

を押してね 

本文中の語句を検索して、
該当ページに移動できます 



データベースとは 

• 用語や事柄、新聞記事、数値データなど様々な情報を、
コンピュータで便利に検索できる 

• 前述の「参考図書」が電子化されたものです！ 

新入生におすすめのデータベース   

• 辞書や百科事典のデータベース 

 JapanKnowledge（ジャパンナレッジ） 

• 新聞記事データベース 

聞蔵II（朝日新聞）、中日新聞・東京新聞、日経テレコン２１ 

121 

情報源の例(3) データベース  

学内LANから無
料で使えます 



JapanKnowlegeは 

ココをクリック 122 

ウェブデータベースで検索する Japanknowlegeで検索する 

附属図書館ホームページ 



JapanKnowledgeを検索してみましょう 
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JapanKnowledgeにログインしましょう 

「ログインする」を
クリックする  

終了後は、ログア
ウトを忘れない 
×Webページの
×ボタンで切るな
ど 



JapanKnowledgeを検索してみましょう 
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次の言葉を、検索してみましょう 

1.アメリカ大統領選挙 2.パラリンピック  3.ノーベル文学賞 



小テスト＆アンケート 

小テストで、今日の内容を確認しましょう 

テストが終わった方は、アンケートにご協力ください 
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そして・・・図書館員と仲良くなろう！ 

何かわからないことがあったら、 

 いつでも図書館のスタッフに質問してください。 

スタッフは、みなさんが図書館サービスを 

 充分に活用するためのサポートをします。 

 ぜひ、ご利用ください。 

貸出返却・開館情報：利用者サービス担当（閲覧） 
Email lib-service@ab.mie-u.ac.jp 

参考質問・所蔵調査：利用者サービス担当（情報リテラシー） 
Email literacy@ab.mie-u.ac.jp 

文献複写・現物貸借：利用者サービス担当（相互貸借） 
Email portal@ab.mie-u.ac.jp 

ようこそ 
図書館へ!! 
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