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「知りたい」を応援！情報の探しかた講座
埼玉県立久喜図書館
情報・地域協力担当

2016年11月1日・8日

１ 県立図書館の本を探してみよう

県立図書館の本を探す

ウェブから本を予約する（パスワードの登録）

２ 探している本が県立図書館にないとき

埼玉県内の図書館にあるか検索してみる

他の図書館からの取り寄せリクエスト

３ 検索エンジン、データベースで本を探そう

コバトン ＆ さいたまっち

目次

インターネットで本を探そう

県立図書館の本を探す
（蔵書検索）
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① Internet Explorer 

(インターネットエクスプローラー)を開きます。

② Yahoo! Japan（ヤフージャパン）で

「埼玉県立図書館」を検索してください。

埼玉県立図書館ウェブサイト トップページ

蔵書検索
「詳細検索」をクリック
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埼玉県立図書館 蔵書検索

県立久喜、熊谷図書館の本、雑誌や
ビデオ、ＣＤ、ＤＶＤなどを検索できます。

検索条件に読みたい本の書名を入力します。

たとえば、

① 「街道をゆく」（司馬遼太郎著）を入力します。

② 「検索」をクリックします。
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93件ヒットしました。

２ または 次へ
をクリックすると
１１～２０件目を
表示します。

11～20件目です。

はじめの蔵書検索画面で、
検索結果の表示数を選ぶ
ことができます。
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書名をクリックして詳細画面を見ます。

13番目の「街道をゆく １」
（1984/01）を
クリックしてみましょう。

検索結果書誌詳細 タイトルコード
本につけている
独自の番号

書誌種別
一般和書、一般洋書、
児童和書、埼玉資料、
CDなど資料の種類を
表しています

資料請求票印刷
資料請求票を印刷して図書
館のカウンターへお持ちい
ただくことができます

分類記号
本のテーマや主題を
表しています
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所蔵館が「県立熊谷図」
「外部書庫」の資料を

「久喜図書館」受取希望の
場合は、資料到着までに
お時間をいただくことが

あります。

「街道をゆく 1」詳細情報

帯出区分

帯出可 → 借りられます。

禁帯出 → 図書館内での利用となります。

状態

在庫 → 図書館（所蔵館）内にあります。
貸出中 → 現在貸出中です。

所蔵場所

貸閲公開 → 閲覧室の書架に並んでいます。

貸閲書庫 → 書庫にあるので職員にお尋ねください。

資料の場所情報：どこにあるか 資料の状態：
貸出できるかどうか

埼玉県立図書館の所蔵と取り寄せについて

埼玉県立熊谷図書館

埼玉県立久喜図書館

おもな所蔵分野
・人文科学(歴史・哲学など）
・社会科学(法律・経済など)
・産業分野 ・ビジネス関連
・郷土資料 など

おもな所蔵分野
・自然科学(数学・工学など）
・芸術分野 ・言語分野
・文学分野 ・健康・医療
・児童書 など

外部書庫

古い資料を所蔵

取り寄せ

取り寄せ

巡回車が週4便
(外部書庫は週6便)、
資料を搬送しています。

取り寄せ



7

検索について
・ カタカナ、ひらがなでも検索することができます。

・ 著者名や出版者（社）からも検索することができます。

・ 全角、半角、大文字、小文字の区別なく検索できます。

・ 書名ヨミは、助詞の「は」「へ」「を」を

「ワ」「エ」「オ」と入力しています。

例えば 我が輩は猫である

→ ワガハイ ワ ネコ デ アル

・ 件名でも調べられます。

例えば インフルエンザ

・ NDC分類による検索ができます。

＊NDC分類：テーマや主題を表しています

・ ISBNによる検索ができます。＊ISBN：国際標準図書番号

・ ハイフンが含まれていても検索できます

＊NDCとISBNについてはテキスト最後の参考をごらんください。

検索の種類

「この言葉を含む」を選ぶと検索キーワードを含む資料を検索します。

「この言葉で始まる」を選ぶと検索キーワードではじまる資料を検索します。

「この言葉と一致する」を選ぶと検索キーワードと一致する資料を検索します

通常は
これで検索
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ＡＮＤ検索

ふたつのキーワードを含むものを検索します。

例えば、岩波書店で出版された「ワガハイワネ

コデアル（吾輩は猫である）」を検索します。

岩波書店の漱石全集の第１巻、２巻などが
ヒットしました。

吾輩は猫である
（新潮社）

吾輩は
猫である
＆

岩波書店

吾輩は猫である
（ポプラ社）

吾輩は猫である
（集英社）

あしながおじさん
（岩波書店）

羅生門（岩波書店）

山椒大夫
（岩波書店）

「吾輩は猫である」群 出版社：「岩波書店」群
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OR検索

ふたつのキーワードのうち、どちらかひとつでも

含まれているものを検索します。

例えば、「久喜市」と「天王様」を検索します。

「久喜市」か「天王様」のキーワードの
どちらかが含まれている資料がヒットしました。

久喜市

「久喜市・・・」

「久喜市の・・・」

「○○の街 久喜」

「久喜市の
提燈祭り
「天王様」」

天王様

「○○の天王様」

「天王様の・・・」
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資料区分
児童書だけ、CDだけというよ
うに区分を選ぶことができます

ジャンル検索
ジャンルを選択して検
索することができます

出版年月
検索結果が多いと
きは、出版年月で
しぼることができ
ます。

検索対象図書館
県立久喜図書館だけの
資料を検索することが
できます。

検索結果一覧表示ソート順
著者名順、出版年順などに
並び変えます。

もっと条件を指定してみましょう（オプション）

練習問題1
直木三十五賞受賞「海の見える理髪店（ウミノミ
エルリハツテン）」を検索してみよう

著者：荻原浩

ＩＳＢＮ：978-4-08-771653-5

（ハイフンがあっても検索できます。）

著者名やＩＳＢＮでも検索してみてください。
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ウェブから本を予約する
・パスワード登録
・予約方法

本をウェブから予約してみよう
①パスワードを登録する
図書館の資料をウェブから予約するには、

図書館利用カード番号とパスワードが必要です。

はじめてのときは、まず図書館で本を借りるための

登録をして、図書館利用カードを作りましょう。

パスワード申請を
クリック
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利用条件を読んで
「同意する」にチェック
→承諾ボタンをクリック

図書館利用カードの番号と
登録した生年月日（西暦）、
電話番号を入力（半角数字）
登録ボタンをクリック

・文字数は6文字～20文字
・半角英数字を入力
・大文字と小文字は別の字として
区別されます

同じパスワードを入力

申請ボタンをクリック
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webページからのメッセージ
（確認メッセージ）が表示されます。
OKボタンをクリックしてください。

パスワードが登録できました。
次は、本を予約してみましょう。

パスワードについて

• 予約システムは図書館利用カード番号とパスワードで
管理しています。悪用をさけるために、パスワードの
管理は、必ずご本人が行ってください。

• パスワードを忘れてしまった場合は、新しいパスワー
ドにご自分で変更することができます。その際は、以
前のパスワードは無効になります。

• パスワードの申請は、図書館にあるオンライン蔵書目
録端末（ＯＰＡＣ）でもできます。ＯＰＡＣで予約も
できます。

• わからない場合は、カウンターの職員に遠慮なくおた
ずねください。
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マイライブラリーにログインしましょう。

②ウェブから本を予約する

図書館利用カードの番号と
先ほど設定したパスワードを
入力（半角英数字）
ログインボタンをクリック

マイライブラリー画面

本を検索するには
「蔵書検索」をクリック

「ログイン中です」

利用者情報メンテナンスで
パスワードの変更、メールアドレスの
登録・変更などができます。
メールアドレスを登録すると、
予約資料が図書館で準備できたときの
連絡方法としてメールが選択できます。
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蔵書検索画面（ログイン中）

書名に「コンビニ人間」を入力して予約しましょう
予約したい資料があれば検索して、予約してみましょう

練習問題2

先に蔵書検索をしてから
ログインすることもできます。

「予約カートに入れる」
ボタンをクリック
→メッセージが出たら
「OK」ボタンをクリック

練習問題2
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！注意！
この段階では
まだ予約は完了
していません！

予約カート画面

本を見つける カートに入れる

予約カート画面の
申込状況はここです

予約完了

予約カート画面

①本の受取館と
用意ができた際の
連絡方法を選択

メールアドレスをマイライブラリーか
図書館内OPACで登録すると

連絡方法「MAIL」が選択できます。

順番予約：上下、１～３巻などの資料を順番に
受け取りたいときに便利です。

②「通常予約申込み」
ボタンをクリック



17

予約が
完了しました！

「OK」をクリックすると
予約状況の確認、

予約の変更ができます。

館内蔵書検索システム（OPAC）

OPAC：Online Public Access Catalog
○本の検索、予約
○マイライブラリー機能
・貸出・予約状況の確認
・メールアドレスの変更・追加
・パスワードの登録・変更
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探している本が
県立図書館にないとき
・他の図書館からの取寄せリクエスト

探している本が県立図書館にないとき、
まずは埼玉県内のほかの図書館にあるか検索してみましょう。

埼玉県内公共図書館等横断検索システム
（http://cross.lib.pref.saitama.jp/）
県内にあれば、お住まいの近くの図書館で借りられます。
また、埼玉県立図書館では、埼玉県内の公共図書館等を

巡回する「連絡車」と「協力車」の搬送により資料を取り寄
せることもできます。（相互貸借）
ただし、ＣＤ、ＤＶＤなどの視聴覚資料は取り寄せること

ができません。あらかじめご了承ください。

県立図書館トップページの
「埼玉県内公共図書館等横断検索
システム」をクリックします。
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探したい図書館を選びます。

【全て】を押す。
あるいは
図書館ごとに□に
チェックする。

書名等を入力し、
検索ボタンをクリックします。

例えば、
「大橋鎭子」(「とと姉ちゃん」のモデル)を
書名に含む本を検索する。
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所蔵している図書館をクリックすると
検索結果一覧が表示されます。
お住まいの近くの図書館に取り寄せて利用ができます。
お近くの図書館に直接お申込みください。

あっ！近くの図書館に所蔵がある！

→所蔵している図書館に
直接行ってみよう！

近くの図書館にないけど取り寄せたい…

→近くの図書館に
申し込みましょう

県立図書館に所蔵はないけど、
県内の他の図書館にはある…。
県立図書館で受け取りたい！

→次ページの
「県立図書館未所蔵資料の
リクエスト」で申し込みましょう

県立図書館未所蔵資料のリクエストしよう

県立図書館にない本などを県立図書館で借りたい場合は、
ウェブサイトからリクエストができます。

「未所蔵資料リクエスト」を
クリック
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必ず「ご注意」を読んでから、お申込み手順２の
「リクエスト受付」をクリックしてください。

図書館利用カード番号が必要です。
直接当館の窓口か電話でも
お申し込みができます。

リクエスト受付入力表に必要事項を記入して、
「確認」をクリックしてください。
リクエストが図書館へ送信されます。

検索エンジン、
データベースで本を探そう
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検索エンジン、データベースで
本を探そう

・検索エンジン

・ヤフー Yahoo ! JAPAN

日本を代表するポータル・検索サイト。「ウェブ」「画像」

「動画」「ニュース」「知恵袋」等目的に応じた検索が可能。

http://www.yahoo.co.jp/

・グーグル Google

インターネットで情報を検索する際の定番的サイト。

検索結果は、PageRank技術により関連性の高い順に表示。

Googleマップ、Googleニュース、Googleブック検索など話題性のある豊富な
サービスを展開。

http://www.google.co.jp/

※pageRank:Google社が開発し、自社の検索エンジンに搭載しているWebページの重要度の判定技術。

図書館等のデータベース

・国立国会図書館サーチ
都道府県立図書館や政令指定都市の図書館、公文書館、美術館や
学術研究機関等が提供する資料等を統合的に検索できるデータベース。

http://iss.ndl.go.jp/

・NDLｰOPAC (国立国会図書館蔵書検索・申込システム)
国会図書館の所蔵資料の検索・申込ができるシステム。
雑誌記事、規格リポート類、日本占領関係資料の検索も可能。

http://www.ndl.go.jp/ コバトン

検索エンジン、データベースで
本を探そう



23

・CiNii Books（サイニィ・ブックス）

全国の大学図書館等約1200館が所蔵する図書・雑誌の総合目録
データベースをインターネット上で検索できるシステム。

約1000万件（図書にすると1億冊以上）の本の情報を検索できる。

http://ci.nii.ac.jp/books/

・カーリル

図書館検索ウェブサイト。全国6000館以上の公共図書館・大学図書

館・専門図書館の貸出状況が検索できる。

http://calil.jp/

さいたまっち

インターネット書店

・アマゾン Amazon

新旧書籍の一般的な検索の他に様々なジャンルや

「注目！」カテゴリなどが充実している。

また、出版社の許可を得た書籍を対象に「なか見！検索｣も提供。

http://www.amazon.co.jp/

・紀伊国屋書店ウェブストア

和書、洋書、電子書籍、DVD/CDなど約1000万件の資料の検索が可能。

和書では、話題の本、文庫、キッズのベストセラーを見たり注目の本の

書評では、書評サイトHonzからの書評をよむことができる。

http://www.kinokuniya.co.jp/
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練習問題3

NHK大河ドラマ「真田丸」関連の資料を

探してみましょう

〇ツール

・国立国会図書館サーチ

・アマゾン Amazon

・紀伊国屋書店ウェブストア

〇キーワード

真田丸、真田信繁、真田幸村、真田昌幸

真田信之、真田十勇士、真田氏、上田城 など

埼玉県立図書館作成の

「調べ方案内 大河ドラマ「真田丸」を楽しむ」も

参考になります。

参考
日本十進分類法（NDC：Nippon Decimal Classification）とは

日本の多くの図書館で使われている図書の分類法です。

０ 総記（図書館、百科事典、ジャーナリズム）

１ 哲学（哲学、心理学、宗教）

２ 歴史（歴史、伝記、地理）

３ 社会科学（政治、経済、法律、教育 など）

４ 自然科学（数学、化学、植物学、動物学、医学 など）

５ 技術（工学、建築学、製造工学、家政学 など）

６ 産業（農業、水産業、商業 など）

７ 芸術（美術、音楽、演劇、スポーツ、諸芸、娯楽）

８ 言語（日本語、中国語、英語 など）

９ 文学（日本文学、中国文学、英米文学 など）

例：470：植物学 913.6：日本の現代小説

国際標準図書番号（ISBN：International Standard Book Numberの略）とは

図書を特定するための13ケタの番号（2006年までは10ケタ）で

図書のカバー裏などに印刷されています。

https://www.lib.pref.saitama.jp/stplib_doc/reference/pathfinder/pathfinder1603.html

