
図書館 でできること

大学指定のログイン ID（学生番号）・パスワー
ドでログインできます。図書館からのメッ
セージが確認できますので、定期的にチェッ
クしてください。
図書館からのお知らせは全てメールで連絡し
ます。メールを確認するようにしてください。

図書館 HP から蔵書検索をすると、
検索結果一覧画面が表示されます。

蔵書検索

●一覧画面の切替

●他サイトの検索

「本学所蔵」「CiNii Books」「CiNii Articles」「NDL 
Search」など他のデータベースの検索結果を表示し
ます。
そのデータを使って論文の複写や他大学から図書を
借りる申込みができます。

●検索結果件数表示

検索結果の全件数と表示範囲が表示されます。
続きを見るときは、検索結果下の  > をクリックします。

検索結果の並び順は、「お薦め順」「出版年」「新着日」「タ
イトル」「著者」「貸出回数」「関連度」でソートできます。

本学に所蔵のない論文や図書を、他大学や他機関から取り寄せることができます。（有料）
CiNii などの情報を取り込んで、簡単・正確に ILL 申請用紙が作成できます。
必須項目を入力後、システム上でそのまま申し込んでください。
論文・図書の到着は図書館からメールで連絡します。

◆にょろ文字塾
クイズのような感覚で楽しく学べる資料やコンテンツを
使って、くずし字の読解力を身に付けます。初心者向け
支援を基本としており、本学学生であればどなたでも受
講できます。興味のある方は是非気軽に参加してくださ
い。

◆プレ英検

◆英語多読学修
多読とは、英語で書かれたやさしい本をできるだけたく
さん読む英語学修法です。多読を行うことで、英語の基
礎力が総合的に向上することが期待できます。図書館 2
階ラーニングコモンズには、たくさんの多読用図書がそ
ろっており、読んだ語数に応じたサポート企画も実施し
ています。（対象：本学学生）
気軽な読書で英語力をつけましょう！

英検が実施される時期に合わせて過去問題を利用した筆
記試験対策と英語教員による面接対策が受けられます。
本学学生ならどなたでも参加できます。詳しくは開催時
期に図書館掲示板を確認してください。

同じキーワードを保持したまま、次のデータベース
検索もできます。
＊CiNii Books
＊CiNii Articles
＊三重県図書館情報ネットワーク (MILAI) 
＊NDL デジタルコレクション
＊Google Books
＊Google Scholor

●論文・図書の取り寄せ／ ILL(Interlibrary Loan)
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図書館 HP

●検索結果並び順

図書館企画のお知らせ
図書館では様々な企画や講座を実施しています。詳しくは
図書館ホームページ及び図書館掲示板にてお知らせします。

蔵書データベース検索（OPAC）利用方法

●マイライブラリログイン方法

CiNii Books
CiNii Articles
三重県図書館情報ネットワーク
NDL デジタルコレクション
Google Books
Google Scholor
 

CiNii Books(12921) NDL Search(275022)

CiNii Books
CiNii Articles
三重県図書館情報ネットワーク
NDL デジタルコレクション
Google Books
Google Scholor
 

CiNii Books(12921) NDL Search(275022)

重要な変更点
【データベースが変わります】
●聞蔵Ⅱビジュアル（2ライセンスに増設）
　明治 12 年の創刊号から今日までの 140 年間の朝日新聞紙
　面から記事・広告約 1,500 万件が検索できます。全地域面
　も収録。「戦前紙面データベース」や下記のオプションも
　利用できます。
　＊朝日新聞オプションB「全国の地域面」
　　全国 47 都道府県の地域面の紙面イメージを収録してお
　　り、収録期間は県によって異なりますが、概ね 1935 年
　　～ 1999 年です。複数の地域面がある県は県庁所在地版
　　以外も収録しています。
　＊朝日新聞オプションC「戦前の外地版」
　　昭和 10 年～同 20 年に台湾・朝鮮・満洲・中国に向けて
　　それぞれ発行された「外地版」を、地域毎に編纂する幻
　　の植民地史料です。

●ヨミダス歴史館
　明治からの読売新聞記事 1,400 万件以上がネットで読める
　データベースです。「明治の読売新聞」「大正の読売新聞」
　もウェブで利用できます。

●ざっさくプラス
　日本（旧植民地なども対象）で発行された日本語の雑誌記
　事が検索できます。明治初期から現在まで、また、総合雑
　誌など全国誌から地方で発行された雑誌も対象となってい
　ます。「20 世紀メディア情報データベース」の利用も可能
　です。

●日経BP記事検索サービス
　日経 BP が発行する約 40 誌の雑誌記事を章やページなどの
　単位で手軽に閲覧できるサービスです。先着 8000 記事の
　閲覧が可能です。

●メディカルオンライン
　日本国内の学会・出版社発行の雑誌に掲載された医学、歯
　学、 薬学、看護学、衛生・保健などのあらゆる医学 関連分
　野の「医学文献」から検索し、文献を閲覧・ダウンロード（先
　着 600 論文）が可能です。

●ジャパンナレッジLib　（2ライセンスに増設）
　70 以上の辞事典、叢書、雑誌が検索できる国内最大級の辞
　書・事典サイトです。

●都道府県統計書データベース（九州／沖縄）

●地方制度と地方分権―神戸委員会から第一次分権改
　革まで―（第一部）
　　　　　　　　　　　
※昨年度まで閲覧できた MAGAZINE PLUS は解約となります。

【雑誌】
◆ｄマガジン for Biz 利用開始

・WITH　・ViVi　・MORE　・Ray　・FINE BOYS
・メンズノンノ　・陸上競技マガジン　・ベースボール
・月刊バレーボール　・オレンジページ

【返却日の確認方法】
◆返却日はマイライブラリで確認してください

図書館内の指定 iPad でｄマガジン for Biz（電子雑
誌の読み放題サービス）が利用できます。
それに伴い以下の雑誌は購読を取りやめました。

貸出の際、1 冊ずつに返却期日票を張り付けることを
取り止めます。
今後はマイライブラリで返却日を確認してください。

◆みんなで「みんなで翻刻」
みんなで翻刻とは Library of the Year 2020 の大賞を獲得
した歴史資料の市民参加型翻刻プラットフォームです。
図書館は本システムと連携し、様々な企画を実施しま
す。くずし字の習熟度を高めるツールとしてご期待く
ださい。月に 1 度、最終木曜日にイベントを実施します。



◆貸出

◆返却

学生証と借りたい図書を持って 1 階カウンターにき
てください。
学 部 生　（1 ～ 3 年 生）… 5 冊 ま で 14 日 間　          
　　　　  （4 年生）     　   … 10 冊 まで 14 日間
大学院生　　　　　　　  …  10 冊 まで 30 日間

返却したい図書を持って 1 階カウンターにきてくだ
さい。返却処理後は「返却棚」に置いてください。
閉館している時は、正面玄関のブックポストに入れ
てください（21:30 頃まで）。
※図書を延滞すると、延滞日数分の期間貸出停止となります。

◆貸出期間の更新
続けて借りたい図書と学生証を持って 1 階カウン
ターにきてください。予約待ちの人がいなければ、
手続き日から 14 日間更新できます。

◆購入リクエスト
読みたい図書が図書館になかった場合にリクエスト
ができます。

◆実習に合わせ返却日を変更
教育実習・福祉実習等で、図書を長期間借りたい時
は、返却日を実習終了後 2 日以内に変更できます。
※実習開始 1 週間前から手続可能です。

◆シラバスコーナー
シラバス掲載図書が、教員の氏名順に並べてありま
すので自学自修に活用してください。
◆ジャンル別図書コーナー
英語学修、教科書、授業でよく使う図書などはラー
ニングコモンズにまとめてあります。

◆グループ学習
プレゼンテーションスペース（2 階 LC 内）・会議室

（1 階）は貸切予約ができます。利用する際は事前予
約が必要ですので、1 階カウンターで手続きしてく
ださい。

◆ノート PC、iPad
貸出用ノート PC・iPad を借りる時は、学生証を持っ
て 1 階カウンターにきてください（利用は館内の
み）。自分のノート PC 等の持込みも可能です。無
線 LAN の設定をすればインターネットに接続できます。
※延滞している図書がある場合や貸出停止期間は借りるこ
　とができません。
※プロジェクターも借りられます。

◆視聴覚資料
（ビデオ・DVD・マイクロ資料等）
CD・DVD等は、貸出用ノートPCでも視聴できます。
マイクロ資料の閲覧は、専用機を利用しますので
1 階カウンターに相談してください。印刷や電子化
もできます。ビデオ閲覧の際も、1 階カウンターへ
相談してください。
※1 階カウンターでヘッドフォンが借りられます。
※視聴覚資料の利用は館内のみです。

◆卒論・修論
優秀論文の閲覧ができます。「修士論文及び卒業論
文等閲覧願」に記入して、1 階カウンターで申し
込んでください。
※コピーや館外持出はできません。

◆雑誌・新聞
雑誌は 1 階ブックラウンジスペースと書庫 1 階に
あります。新聞は「朝日」「毎日」「中日」「日経」「産経」

「読売」「伊勢」「神社新報」「教育新聞」などがあり
ます。

◆コピー機
コピー機は 1 階・2 階にあり、カード式・コイン式
があります。

〈利用料金〉
カード式の利用には、コピーカードが必要です。コピー
カードは、大学本部事務局の証明書発行機で購入できま
す。
※USBメモリからの印刷はデータをPDFに変換してください。
※著作権法遵守のため図書館設置のコピー機では、図書
　館所蔵の資料以外の複写はご遠慮ください。

図書館の最新情報は
ホームページを確認
してください。

◆国立国会図書館デジタル化資料送信サービス
国立国会図書館で収集・保存しているデジタル資料
を検索・閲覧できるサービスです。「図書館送信資料」
が本学図書館内専用 PC で閲覧できます。1 階カウ
ンターで申し込んでください。複写申込みも可能で
す（有料）。

◆歴史的音源（れきおん）
国立国会図書館が配信する「歴史的音源」の「歴
音参加館限定資料」を聴くことができます。1 階カ
ウンターで申し込んでください。

◆取り寄せる（ILL/Interlibrary Loan）
皇學館大学の図書館を通じて他の図書館から取り寄
せができます。OPAC 画面上より申し込んでくださ
い。マイライブラリへのログインが必要です。
図書館からメールで資料到着の連絡をします。
※申請から到着まで、7 ～ 10 日程度かかります。
※送料・複写代は実費負担です。
※図書の取り寄せの場合、館内指定の場所での閲覧と　
　なります。
※申込み後のキャンセルはできません。

◆他の図書館の利用
 三重大学附属図書館
三重大学附属図書館は、学外者の閲覧・貸出が可能
です。貸出を希望する場合は、平日 9：00 ～ 17：
00 に三重大学附属図書館で「学外者利用券」の交
付を申請してください。身分証明書が必要です。
　
 他大学図書館
他大学図書館では、入館･利用する時に、本学図書
館発行の紹介状が必要な場合があります。必ず事前
に本学 1 階カウンターへ相談してください。

 三重県立図書館
■三重県立図書館を含む三重県内の公共図書館の蔵
書検索は「三重県図書館情報ネットワーク（MILAI）」
を利用すると便利です。

三重県立図書館は、閲覧・貸出が可能です。利用
者 カ ー ド 作 成 時 に パ ス ワ ー ド 設 定 を す る と、
e-booking のサービスが利用できます。

■e-Booking で資料を取り寄せる

e-Booking は三重県立図書館が行っている、24 時
間・365 日のインターネット予約配送サービスです。
三重県立図書館が所蔵している資料を予約（貸出
依頼）すると、その資料を皇學館大学附属図書館
のカウンターで受け取ることができます。送料は
無料です。

■三重県立図書館の資料を皇學館大学の図書館で返却する

三重県立図書館で直接借りた資料を、皇學館大学附
属図書館の 1 階カウンターで返却することができます。
※返却できるのは三重県立図書館で借りた資料のみです。
※返却日は、実際に三重県立図書館で返却処理された日
　になりますので注意してください。

三重県立図書館はおトク！
三重県立図書館が所蔵している資料を ILL で取り寄
せする場合、送料無料で利用することができます。
※館外貸出が可能です。
※貸出冊数は本学での貸出冊数上限までです。
　貸出期間は往復の搬送期間を含み 30 日です。

◆全館飲み物（蓋つき）が飲めます

◆図書館からの連絡はメールで行います
図書館からのお知らせはメールまたはマイライブラ
リで行いますので、定期的に確認してください。

◆開館時間

◆休館日

通常講義期間　　平日　９：００～２０：００
　　　　　　　   土曜   ９：００～１７：００
長期休暇期間　　平日　９：００～１７：００
　　　　　　　   土曜   ９：００～１３：００

◆入退館の方法
入館…入館には学生証が必要です。忘れたときは、
　　　 1 階カウンターに申し出てください。
退館…出口ゲートを押して退館してください。貸出
　　　手続をしていない図書などがある場合、ブ　
　　　ザーが鳴りますので、注意してください。

日曜・祝日、創立記念日（4月30日）、神嘗祭（10月17日）、
倉陵祭期間、学校閉鎖期間（お盆・年末年始）など学
校指定の休業日
※開館時間・休館の詳細は、図書館ホームページをご
覧ください。

図書館では、ペットボトルや水筒などの蓋がしっか
りしまる容器に入った飲み物が飲めます。ただし、
カン・紙パック・コンビニのコップ式の容器に入っ
た飲み物の持ち込みは禁止です。
※図書館内での食事は全てのエリアで禁止です。

◆電子書籍
図書館ホームページから電子書籍が利用できます。

利用案内

図書館 HP

◆新着本コーナー
OPAC 詳細画面に「新着」の表示がある図書は新着
本コーナーを探してください。
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