
図書館活用法

北見工業大学図書館1



ホームページを使ってみる
１．図書館のホームページをひらく

・カレンダーをチェックする（開館予定表）

・トピックスを見る

・Facebookを見る

・企画展示を見る

・蔵書目録を使う

・MyLibraryを利用する
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図書館のホームページをひらく
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蔵書目録はここから！

図書館からのお知らせも
忘れずにチェック

色々便利なMy Library機能には、
Kit IDでログイン

ホームページをチェックしよう
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カレンダーで
開館日・開館時間を確認

展示内容を確認
できます。

Facebookで
はいろいろな
情報を発信し
ています。



My Libraryでできること

• 貸出状況の確認/貸出期間更新

• 文献複写/現物貸借の申込

•図書リクエスト

• ブックマーク/検索履歴の保存・参照
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kitID でログイン



大学と高校はこんなに違う!?

• 答えのない問い

高校まで：問題には必ず正答がある。

大学では：答えが用意されていないこともある。

• 学習方法の違い

高校まで：授業での板書や先生の説明を覚える。

大学では：講義だけでは不十分。

事前の下調べや、 疑問点を解消する

ため自習をしっかり行なう。

6



自ら問題点・疑問点を見つけ、自分で答えを探す。

それが大学での学び

「受動的」ではなく「能動的」な態度で

学習に取り組もう

大学と高校はこんなに違う!?
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能動的な学習態度とは
•講義の気になるところ、疑問点を注意しよう

•著者の意見に賛同できるところ、疑問に思うところは？

•関連する研究分野の知識を深めよう！

•リベラルアーツを身に付けよう！
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能動的な学習態度とは

・リベラルアーツを学びましょう。

与えられた前提を疑う能力

新しいルールを創造できる能力

あらゆる変化に対応するための能力

すぐには役に立たないが一生役に立つ
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•大学図書館とは

大学における教育や研究活動を支援。

所属する学生や教職員が主なサービス対象。

講義の参考になる専門書やリベラルアーツ等の資料がそろっ
ている、ゆえに、自習をするのに役立つ。

大学図書館を活用しよう！
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• 図書館を活用して情報収集

・専門書や学術雑誌から

・インターネットを使って

・データベースを使って

図書館では効率よく情報収集できるようになるた
めの講習会も行なっています

大学図書館を活用しよう！
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北見工業大学図書館
はこんなところ
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北見工業大学図書館
はこんなところ

図書館１階

演習用端末から
印刷できます！
（有料の白黒プリ
ンター）

講義の参考になるような専門書
のほか、料理のレシピ本や小説
などもありますよ！

TOEICや英検など語学学習に
利用できる教材がそろってい
ます

閲覧室に入るには、
ゲートの青い光に

学生証をピッ！

学生証を忘れたら、カウンターで手続
きしてね。
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図書館１階

コミュニケーションホールでは、
グループ学習のほか、プレゼン
テーションの練習ができる設備
もあるよ

図書館の中ではここでだけ食事
ができます！

北見工業大学図書館
はこんなところ

14

ラーニングアドバイザーが勉強の
困りごとについて相談に乗ってく
れます。

相談しながら勉強できるス
ペース(２人以上)要申請



図書館２階

DVDなどの視聴覚
資料を利用できます
貸出できる資料もあ
りますよ！

北見工業大学図書館
はこんなところ

外国語の雑誌はココ！

誰にも邪魔されず勉強
したいときは、個室が
オススメ

図書館の施設についてはこの辺にしましょう。 15



図書館で利用できる資料

• 図 書： 約１６万冊

• 雑 誌： 約３千９百タイトル

• 視聴覚資料： 約４千点

そのほか電子ジャーナル、電子ブック、新聞などもあります

たくさんの資料から自分の
読みたいものを探すには？

（学術的なもの、小説など一般的なもの、参考図書など）

（一般雑誌、学術雑誌）

（DVD、CDなど）
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蔵書目録
（ＯＰＡＣ：Online Public Access Catalog）

ある機関（北見工業大学など）が所蔵している資料のデータ
をまとめたもの。

目的の資料がどこにあるかを調べる事ができる。

蔵書目録は図書館ホームページ

から利用できます。

ここをクリック！
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蔵書目録を使ってみる
１．図書館のホームページから蔵書目録（ＯＰＡＣ）をひらく

２．図書をＯＰＡＣで検索する

３．目的の図書の詳細情報画面を確認する

４．本のある場所を確認する
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「図書」を探す
検索エンジンのように手軽に検索できる、簡易検索を使っ
てみましょう。

①キーワードを入力（書名、著者名など）

②検索ボタンをクリック

キーワード：自然エネルギー

検索のコツ

・単語に区切って入力

・同じ意味や似たような言葉に言い換える

『宇宙旅行は エレベーターで 』
？？

→ 「宇宙旅行」 ＋ 「エレベーター」

書名がうろ覚えだったら…

「ガン」 → 「腫瘍」「太陽光発電」や「風力発電」 → 「再生可能エネルギー」
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検索結果は、書名、著者名、出版社、出版年等の簡単な情
報の一覧で表示されます。

気になる図書の書名をクリッ
クすることで、詳しい情報を
見ることができます。

クリック！

検索結果を絞り込むことができます。

20



「図書情報」の見方

ここに

注目!

どこにあるか
（クリックで館内案内図を表示）

図書館での本の住所

貸出中 2017/〇/〇〇

ここに

とあれば、誰かが資料を借りています
次に読みたいときは予約しよう
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図書館の本の背中に、こんな
ラベル見たことないですか？
の請求記号が記載されてるんですよ

501

H94

• 「配置場所」はその図書がどこにあるかを示す情報です。

※この資料の場合、図書館内の「新書コーナー」にあることが示されています。

• 「請求記号」はその図書の図書館内での住所を示しています。

というのも、図書館では請求記号の順番に図書を並べているからです。
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501

A11

501

H94

501

Y74

501.3

N34

507

E51

同じ数字の中では2段目のアルファベット
（著者の名前をあらわす記号）の順番です。

図書はラベルの一番上の数字（内容をあらわす記号）の
順番に並びます。

棚全体では
この様に並んでいるよ

探しに行くときは、ついでにほかの本も
眺めてみよう。

同じ棚には、似たようなテーマの図書が
並んでいることになるね。

思わぬ発見があるかも!?
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簡易検索で「村上春樹」
→ 村上春樹の作品＋村上春樹に関する本

例えば…

詳細検索について
「タイトル」や「著者名」など条件を細かく指定して検索でき
ます。 簡易検索との切り替えは

ここをクリック

詳細検索の「著者名」に「村上春樹」
→ 村上春樹の作品のみ
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図書を予約する
１．予約ボタンをクリック

２．ｋｉｔＩＤでログインする

３．予約資料と自分の連絡先を確認する
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予約方法

貸出中の図書は予約をすることで、返却され次第借りるこ
とができます。

図書館に同じ本が複数冊あれば、
「貸出中」でないものを借りれば
いいんだけど・・・

他に借りられる資
料がなければ
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利用者認証画面はkit ID
でログインします。

予約資料を確認し
「選択」をクリック。

次の依頼情報の入力
画面で連絡先などを
入力（確認）し
「申込」をクリック。

最後の確認画面で
「決定」

これで予約は完了です。
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雑誌を探す
１．詳細検索画面をひらく

２．資料種別を雑誌に限定して検索する

３．雑誌の配架場所を確認する
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探す資料を限定できます

「資料種別」を「雑誌」に限定して探します。

※限定しないと「図書」も「雑誌」も混ざった一覧になり、目的の資料を
探すのに苦労します。
（資料を限定せず「サイエンス」で検索すると、検索結果は1300件以上！）

「雑誌」を探す

タイトル：サイエンス
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「雑誌情報」の見方

どこにあるか

雑誌は同じタイトルで定期的に出版
されるので、「巻」「号」という番
号で1冊1冊区別します

最新号が入る印
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雑誌には図書のような「請求記号」はありません。

和雑誌は「50音順」
洋雑誌は「アルファベット順」 に並んでいます。

雑誌のある場所は

雑誌コーナー（新着）

和雑誌（バックナンバー）

集密書庫和雑誌
（バックナンバー）

学術雑誌閲覧室
（洋雑誌）

１階
２階
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電子ブックを利用する
１．詳細検索で電子ブックを検索する

２．電子ブックのページをひらく

３．使用終了方法を確認する
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蔵書目録を使って利用したい電子ブックを探しましょう。
※「資料種別」で「電子ブック」に限定します。

キーワード：情報

検索結果は電子ブック
のみになります

「電子ブック」を利用する
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URLをクリックすることで
電子ブックが読めます

34



目次の読みたい
部分をクリック

電子ブックは、同じタイト
ルに同時に1人しかアクセス
できません。

見終わったら「閲覧終了」ボタンを
クリックするかブラウザを閉じま
しょう。
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蔵書目録（OPAC）で検索できるのは、

雑誌の「タイトル」や「出版社」等です。

論文は主に学術雑誌に掲載されています。

論文の情報を調べるためには

別のツール「データベース」が必要になります。

「雑誌論文」を探す

ＯＰＡＣでは

「どのような
論文があるか」

は検索できないよ！

例えば「メタンハイドレート」で検索
しても図書しかヒットしません。
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雑誌論文を探せるデータベース

CiNii Articles [サイニイ アーティクル]

国立情報学研究所が提供している

日本で発行された雑誌の論文を探すことができる

JDreamⅢ
日本科学技術振興機構が提供している

国内外で発表された科学技術に関する論文を探すことができる

…etc.   
今回は

を紹介します

他のデータベースを紹介する、
文献検索講習会もやっています
図書館HPもチェックしてね
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論文を検索する
１．データベース（CiNii Articles）をひらく

２．論文を検索する

３．論文情報を確認する

38



CiNii Articlesへのアクセス方法

図書館HP ＞ 各種サービス・学生支援＞データベース
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CiNii Articlesの検索画面

キーワード：メタンハイドレート △（スペース）分布

①検索語を入力

②検索ボタンを
クリック
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CiNii Articlesの検索結果画面

読みたい論文の
タイトル部分をクリック
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CiNii Articles ～論文情報画面①～
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著者の名前をクリックすると、
その著者の書いた論文を調べ
ることができるよ。

電子ジャーナルが読める かも

※すべてのジャーナルにアクセスできる
わけではないけれど試してみる価値あり



CiNii Articles ～論文情報画面②～
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論文が掲載されてる
雑誌の情報はココ！



困った時は・・・

カウンターに相談してください！

図書館を活用して、楽しい大学生活を

どんな些細なことでも
かまいませんよ
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