
資 料の探し方 蔵書検索〈OPAC〉で探す 信州大学附属図書館で所蔵する図書・雑誌・視聴覚資料・電子ブッ
クなどの所在や配架場所は、蔵書検索〈OPAC〉を検索して知ること
ができます。　　　URL：https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/

簡易検索画面

蔵書検索〈OPAC〉とは

OPAC検索画面

検索結果一覧画面

検索結果一覧

検索方法について

日本語入力

部分一致/
前方一致検索

フレーズ検索

完全一致検索

AND検索

OR検索

そのまま検索
外科 → 外科医や心臓外科もヒット

スペースを入れずに検索
世界遺産

太陽　発電　→「太陽」と「発電」の両方を含むものを検索
※この場合「太陽発電」だけでなく「太陽光発電」もヒット

詳細検索の「フルタイトル」に入力して検索

単語の後ろに「*（アスタリスク）」をつける
plastic* → plasticsやplasticallyもヒット

「" "（ダブルクォーテーション）」で囲んで検索
"world heritage"

英語入力

がん　OR　腫瘍　→「がん」もしくは「腫瘍」のどちらかを含むものを検索

NOT検索 縄文　NOT　土器　→「縄文」の検索結果から「土器」を含むものを除外して検索

こちらからMy Library（p.10）
にログインできます。

検索ボックスに書名や著者名
などを入力して検索します。

「詳細検索」をクリックすると、項目ごとの検索、資料
形態や所蔵館などで絞り込んだ検索ができます。

検索結果の並び替えや表示
件数の変更ができます 。

現在の資料の状態（貸出中など）、
所在、請求記号を表示しています。

検索結果から、所蔵館・出版年・
資料形態などで絞り込みができます。

図書や雑誌などの
資料形態を表します。
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OPAC図書詳細情報画面

検索結果一覧から書名をクリックし、「図書詳細情報」を表示します。所蔵情報の【所在】と
【請求記号】で図書の所蔵が確認できます。

探している図書や雑誌が学内にない場合は、その資料を所蔵している他大学の図書館か
ら図書やコピーの取寄をしたり、直接訪問して利用したりすることができます(p.4)。下記
のサイトでは探している資料の所蔵図書館を調べることができます。

雑誌のバックナンバーは製本されています。本棚に探しに行く際は雑誌名や巻号をメモすると便利です。

資 料の探し方 蔵書検索〈OPAC〉で探す
Library Guide

検索結果の見方／図書

OPAC雑誌詳細情報画面

検索結果一覧から雑誌名をクリックし、「雑誌詳細情報」を表示します。所蔵情報の【所
在】と【所蔵巻号・所蔵年】で雑誌の所蔵が確認できます。

検索結果の見方／雑誌

OPACで資料が見つからないとき（学外の図書館の所蔵を探す）

 予約・取寄 
貸出中の図書には予
約をかけられます。ま
た、各図書館所蔵の
図 書 を 取 寄 できま
す。「予約・取寄」ボタ
ン を ク リッ ク し 、
ACSUのIDとパス
ワードでログインし
てください。

 所蔵巻号・所蔵年 
雑誌は、所蔵する巻号と年次で表記されます。
例:15(4-12), 16(1-5, 7-12), 17-27+
    …2009-2021
所蔵範囲は2009年から2021年です。
最後の＋は継続購読中を示します。
15巻3号や16巻6号は欠号のため所蔵していません。 請求記号 

図書の主題と配架されてい
る位置を表す記号です。図
書館の本棚にはこの請求記
号順に並んでいます。図書
の背表紙にラベルが貼られ
ていますので、
本棚に探しに
行く際は請求
記号をメモす
ると便利です。

 所在 
図書の置いてあ
る場所を表示し
ています。この
場合、同じ図書
を複数冊所蔵し
ており、異なる図
書館や学部・部
局に配置されて
いることを示し
ます。

 状態 
貸出可や貸出中
など資料の状態
を表示していま
す。研究室にあ
る図書の利用は
カウンターにお
問い合わせくだ
さい。

書
誌
情
報

所
蔵
情
報

書
誌
情
報

所
蔵
情
報

519.853
B 76

請求記号の
ラベル

分類番号

著書番号

CiNii Books
NDL-Search
Shinshu Book Search　

全国の大学図書館の蔵書をまとめて検索します。
国立国会図書館や全国の公共図書館等の蔵書を検索します。
長野県内図書館の蔵書をまとめて検索します。

雑誌の場合、該当の雑誌の有無だけでなく、
該当の巻号があるかを確認することが必要です。

 所在 
雑誌の置いてある場所を表
示しています。巻号によって
所在場所が異なる場合があり
ます。各図書館、学部・部局に
ある雑誌の利用はカウンター
にお問い合わせください。
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