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図書館OPACで調べる



図書館
OPAC検索

URL https://opac.tokyo-ondai-lib.jp/

https://opac.tokyo-ondai-lib.jp/


OPAC検索入門編
（基本的な検索方法）

所蔵資料の検索のしかたQ＆A（PDF）
https://www.tokyo-ondai-lib.jp/search/preparation.html

OPAC検索ガイダンス (動画）
https://tokyo-ondai-lib.jp/media/opac/

https://www.tokyo-ondai-lib.jp/search/preparation.html
https://tokyo-ondai-lib.jp/media/opac/


分類検索で
探す①

例：音楽マネジメント関係
の本を探す

分類検索書籍→音楽関連団
体・機関・事業→音楽興
業・事業体・楽器店



分類検索で
探す②

例：音楽療法の本を探す

分類検索書籍→音楽学→音
楽学→音楽心理学・音楽療
法



音楽関係の
人物に関する
本を探す

例：クララ・シューマン
伊福部昭

件名検索 姓△名
（△はスペース）

クララ△シューマン
伊福部△昭



部分一致検索
で探す

部分一致検索→文化△政策
（△はスペース）



契約データベースで
調べる



契約データ
ベースを使う

大学内では
クリックするだけで利用可

URL  https://tokyo-ondai-lib.jp/search/database.html

https://tokyo-ondai-lib.jp/search/database.html


データベース
の

アクセス方法

自宅など大学以外では
MyLibrary経由で利用可

データベースのアクセス方法の案内ページ
https://www.tokyo-ondai-lib.jp/documents/Open_eresourceaccess.pdf

https://www.tokyo-ondai-lib.jp/documents/Open_eresourceaccess.pdf


論文に役立つ契
約データベース
① PQDT

海外の博士論文
本文収録されているものも
多数収録



論文に役立つ契
約データベース
② ジャパンナレッジ

百科事典・日本語辞典、
語学辞典（英独仏伊羅）
など

同時アクセス制限あり



論文に役立つ契
約データベース
③ 音楽事典

MGG (ドイツ語）

Grove Music 
Online(英語）



論文に役立つ契
約データベース
④ EBSCO host

RILM
RIPM（フルテキスト含む）

RISM
Music  Index
Index to Printed Music
Open Dissertations
ERIC



論文に役立つ契
約データベース
⑤ 新聞
*明治時代から現在まで

聞蔵（朝日新聞）

ヨミダス歴史館
（読売新聞）

 学内で閲覧、図書館１階の特定の端末で印刷できる。

 聞蔵（朝日新聞）は7月末まで、ヨミダス（読売新聞）は6月末までに限って、マイライ

ブラリー経由のリモートアクセスが可能。その後のアクセス方法はUNIPAに掲示。



電子ジャーナル

JSTOR Music
（ジェイストア）

*本文が読める音楽雑誌



電子書籍（eBook)



電子書籍
Ebsco host

日
本
語
の
本
も
あ
り
ま
す

各
種
翻
訳
機
能
を
使
っ
た
利
用
も
便
利



電子書籍
Ebsco host

MyLibraryを経由しない

便利なアクセス方法

 EBSCO host eBook collection専用URLによるアクセス

（一度ブックマークすれば、以後は簡単にアクセスできる）

 専用URLは、UNIPAに掲示しています。（学内者専用。毎年4
月に更新）

 案内PDFはこちら⇒ https://tokyo-ondai-
lib.jp/librarynews/20210405/EBSCOhost&eBook_signin2021.pdf

https://tokyo-ondai-lib.jp/librarynews/20210405/EBSCOhost&eBook_signin2021.pdf


その他の文献探索
インターネット情報を探す



論文を探す

CiNii (サイニイ）

Articles

URL https://ci.nii.ac.jp/ja

https://ci.nii.ac.jp/ja


他大学図書館
の図書を探す

CiNii (サイニイ）

Books

URL https://ci.nii.ac.jp/books/

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


日本の
博士論文を
探す

CiNii (サイニイ）

Dissertations

URL https://ci.nii.ac.jp/d/

https://ci.nii.ac.jp/d/


国立国会図書館
オンライン

URL https://ndlonline.ndl.go.jp/

https://ndlonline.ndl.go.jp/


国立国会図書館
デジタルコレク
ション

「図書館送信資料」は、
池袋図書館内の専用端末で
閲覧可

URL https://dl.ndl.go.jp/

https://dl.ndl.go.jp/


豊島区立図書館

池袋図書館で申込すると、
取り寄せ可能

池袋図書館のカウンター
で２週間貸出

URL https://www.library.toshima.tokyo.jp/

https://www.library.toshima.tokyo.jp/


Google Scholar

「主に学術用途での検索
を対象としており、論文、
学術誌、出版物の全文や
メタデータにアクセスで
きる。」

URL https://scholar.google.com/

https://scholar.google.com/


OCLC
World Cat
（ワールドキャット）

世界の図書館の資料を
検索

URL https://www.worldcat.org/

https://www.worldcat.org/


Europeana
（ヨーロピアナ）
欧州最大の電子図書館

EU加盟国の図書館や博物館が
所蔵する書籍、文献、絵画な
どを検索・閲覧

URL https://www.europeana.eu/en

https://www.europeana.eu/en


Webcat+
ウェブキャットプラス

連想検索

目次情報などから「連想
検索」することで
思いがけない資料に
出会えることも・・・

URL http://webcatplus.nii.ac.jp/

http://webcatplus.nii.ac.jp/


カーリル

全国の図書館を検索

近くの図書館を指定して
探すことも

URL https://calil.jp/

https://calil.jp/


文献複写・相互貸借

館内およびオンラインで
相談受付中

図書館ホームぺージ 申込・お問い合わせオンラインフォーム

をご利用ください

https://tokyo-ondai-
lib.jp/delivery/2020_ref
erence_contents/

https://tokyo-ondai-lib.jp/delivery/2020_reference_contents/
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