
令和２年度

学術情報センター

令和２年度入学の学部１年生の皆さんは、
別紙の問題用紙に記入しながら学修しましょう。
令和２年度入学の学部１年生の皆さんは、

別紙の問題用紙に記入しながら学修しましょう。



なぜガイダンスを受講しないと
いけないの？？

大学ではレポート課題が多く出されます。
レポートを書くためには、
資料（書籍や論文など）が必要です。

つまり・・・

資料を集めるためには
図書館を使えないと困る！！



まずは基本的な規則などを
覚えよう！

１．図書館の基礎知識



利用できる時間は？？

開館時間

授業期平日（月～金） ９：００－２１：００

土日・休業期平日
※日曜は試験期のみ

９：００－１７：００

休館 祝日、年末年始、日曜（試験期間を除く）、
休業期の土曜

施設利用時間

書庫 閉館時刻１５分前まで

セミナー室・グループ学習室 閉館時刻１５分前まで

詳しくは、開館カレンダーをご覧ください。

※キャンパスごとに違うので注意！！



どうやって入るの？？

入館ゲートに学生証を通します。入館ゲートに学生証を通します。



どうやって入るの？？

医学情報センターには退館ゲートもあります。

正面玄関 実習室側



貸出期間・貸出冊数

貸出期間 学生・教職員

一般図書 ４週間

指定図書 ２週間

雑誌・逐次刊行物 前年以前 １週間

当該年 １日

最新号 館内利用のみ

貸出冊数 制限なし

１度だけ貸出更新（延長）
が可能です。
※返却期限を過ぎていない
＆他の人から予約がかけ
られていない資料のみ！

１度だけ貸出更新（延長）
が可能です。
※返却期限を過ぎていない
＆他の人から予約がかけ
られていない資料のみ！

返却期限を過ぎると、次の資料が借りられません！
また、長期間延滞すると、返却した日から一定期間、
貸出禁止のペナルティがついてしまいます！
そうなると、レポート前は大変…！！

返却期限を過ぎると、次の資料が借りられません！
また、長期間延滞すると、返却した日から一定期間、
貸出禁止のペナルティがついてしまいます！
そうなると、レポート前は大変…！！



貸出・返却手続

【貸出手続き】◎必要なもの：学生証、借りたい資料
メインカウンターにお持ちください。

貸出できない資料もあります
・辞書
・統計
・白書
・書誌
・新聞

この他にも・・・

「禁帯出シール」が
貼ってある図書は
貸出できません。



貸出・返却手続

【返却手続き】

◎メインカウンターに返却する

開館時間中は、必ずカウンターに返却する。

◎ブックポストに返却する

閉館時間中は、正面入口脇に設置したブックポストに

返却することができる。（ＣＤがついている資料は不可）

返却は、市大のキャンパスであれば、
どこのキャンパスでもできます。
返却は、市大のキャンパスであれば、
どこのキャンパスでもできます。

返却期限を過ぎると、
次の資料が借りられません！
また、長期間延滞すると、
返却した日から一定期間、
貸出禁止のペナルティが
ついてしまいます！

返却期限を過ぎると、
次の資料が借りられません！
また、長期間延滞すると、
返却した日から一定期間、
貸出禁止のペナルティが
ついてしまいます！



注意事項

◎ 館内では必ず貴重品を身に付けてください。

◎ 資料は大切に扱ってください。

書き込みや水濡れなどは、場合によっては弁償対象になります。

◎ 飲食は必ず決められた飲食スペースを利用してください。

◎ 本棚から出した本は、必ず元の場所へ戻してください。

出した場所が分からなくなったら、本棚の近くに

置いてある『ブックトラック（台車）』に置いてください。

＊別の場所に戻してしまうと、資料が迷子になってしまいます。

＊ただし、貸出を受けた資料は、必ずカウンターに

返却してください。



２．資料の探し方

学術情報センターの資料を探
してみよう！！
学術情報センターの資料を探
してみよう！！



図書館の資料を探す
【学術情報センターＨＰを探す】

インターネット環境があれば、自宅のパソコンや
スマートフォン、タブレット等からも検索可能です。

検索

学術情報センターWebサイト

横浜市立大学学術情報センター



図書館の資料を探す

曜日や時期によって、開館時間が異なります。
また、休館日もありますので、注意しましょう。

【ＨＰの見方】

「利用案内」や
「ガイダンス案内」
などに飛ぶことが
できます。



図書館の資料を探す

マイライブラリからは、資料の
貸出延長や他大学等からの

資料の取り寄せ依頼ができます。

また、下部のリンクからは、
ガイダンスの予約などができます。

「資料を探す」からは、本学
で契約しているデータベースや、
電子ジャーナル・電子ブックリスト
へのアクセスが可能です。

【ＨＰの見方】



ポイント１
キーワードは必ず単語で入力しましょう。

ポイント２
単語と単語の間にスペースを入れると、
AND検索になります。
※資料のタイトル（書名）が分っている
場合は、スペース区切りは不要です。
そのまま、スペースを入れずに、
検索してみましょう。

神奈川県 歴史

①資料のタイトルや、
キーワードを入力する。

②検索ボタンを
クリックする。

図書館の資料を探す

【検索方法】



入力したキーワードに関連する資料が一覧で表示されます。

入手したい資料のタイトルをクリックします。

図書館の資料を探す



レポートや論文を書くときには、『書誌情報』を必ず控えましょう。

資料を手に入れるためには、「所蔵情報」の確認が必要です。

書誌情報

◎ 「書誌情報」は、『資料のプロフィール』
書名、著者名、出版元、出版年、ページ数、大きさなど
※どんなところに置いてあっても、同じ資料であれば同一の情報です。

◎ 「所蔵情報」は、『所在』や『請求記号』など、
資料を入手するために必要な情報。
※同じ資料でも、図書館によって置いてある場所は違います。

◎ 「書誌情報」は、『資料のプロフィール』
書名、著者名、出版元、出版年、ページ数、大きさなど
※どんなところに置いてあっても、同じ資料であれば同一の情報です。

◎ 「所蔵情報」は、『所在』や『請求記号』など、
資料を入手するために必要な情報。
※同じ資料でも、図書館によって置いてある場所は違います。

所蔵情報

図書館の資料を探す



所蔵情報の見方を覚えましょう。

①所在（キャンパス）＝
どこのキャンパスの図書
館にあるのか。

②所在（配架場所）＝
図書館内のどのコーナーに
あるのか。

③請求記号（資料の背表紙のラベル）＝
どの書棚にあるのか。

Check！！
現在、貸出が出来るのか？
・空欄＝貸出できます。
・「貸出中」＝貸出中のため、現在書棚には
ありません。

図書館の資料を探す



所蔵情報の見方あれこれ＜所蔵館＞

他キャンパスの資料を、自分の所属キャンパスに取り寄せることができます。

（取り寄せには、数日～１週間程度、時間がかかる場合があります。）

※ＬＬテープライブラリーは除く。

所在の表記 キャンパス名

学情 ＝金沢八景キャンパス

医情 ＝福浦キャンパス

鶴見 ＝鶴見キャンパス

木原 ＝舞岡キャンパス

セ病 ＝センター病院

ＬＬ ＝金沢八景キャンパス
（ＬＬテープライブラリー）



＜八景キャンパスの主な資料の配架場所＞

名称 場所 使い方

開架 北棟・南棟２階 自由に手に取ることができます。

書庫 書庫 メインカウンターに申し出ます。

講義関連 北棟１階 自由に手に取ることができます。

辞書コーナー 南棟１階 自由に手に取ることができます。

電子コンテンツ
【学内専用】 －

学内のネットワークに接続する
パソコンの画面上で閲覧することが
できます。

他にも様々な配架場所の名前が表示されます。

場所が分からない場合は、メインカウンターや

レファレンスカウンターに聞いてみましょう。



実際の配架場所を確認する

所在をクリックすると…

館内の地図が表示されます。
赤くなっているエリアのいずれかに
資料が配架されています。



配架場所が「書庫」や「会社史・団体史（北３階書庫）」と

表示されている資料も利用できます。

利用するためには必ず手続が必要です。

＊書庫の資料を利用する場合は

メインカウンターにお尋ねください。

書庫の資料も利用する
ことができます。
書庫の資料も利用する
ことができます。

書庫資料を利用する



書架に向って左から右

上
か
ら
下

①

②

③

④

⑤

⑥

右隣の棚に移動

棚の最後まできたら裏側
へ

図書館の資料の並び方



次の資料を市大目録検索で検索し、①所蔵館、②配架場所、

③請求記号を別紙の問題用紙に記入しましょう。

１．『環境政策の新展開』高崎経済大学地域政策研究センター、

勁草書房、2015年

２．『差がつく読書』樋口裕一、角川書店、2007年

３．「選挙時報」69巻１号、全国市区選挙管理委員会連合会編、

全国市区選挙管理委員会連合会

練習問題

実際に資料を入手するには、
どこを探せば良いでしょうか？



覚えておくと便利！！覚えておくと便利！！

３．知って得する資料の入手方法



資料の予約・他キャンパスからの取寄せ

読みたい資料が貸出中！返却されたら借りたいなぁ。

読みたい資料が他のキャンパスにしかない！行くのは面倒だなぁ。

そんなときには・・・

【予約（取り寄せ）を利用する】

１．検索結果画面の ボタンをクリックする。

２．ログイン画面が開くので、IDとパスワードを入力する。

※ 学部学生・大学院生の方は、

YCUポータルやYCUメールを

使用する際のID・パスワードと

同じものが使えます。

ここ



①資料を受け取るキャンパスを
選択する。

予約ができる資料
１「受取館」と違うキャンパスで
所蔵している資料

２「貸出中」の資料

資料の予約・他キャンパスからの取寄せ

②「確認に進む」ボタンを
クリックする。

注意！
「受取場所」の本棚に
在架している資料は、
予約できません。

注意！
「受取場所」の本棚に
在架している資料は、
予約できません。

③「この内容で予約」ボタンを
クリックする。



読みたい資料が市大にない場合

読みたい資料が見つかった！

…けれど、市大には置いていないみたい…。

【相互利用制度を利用する】
直接、他の大学図書館を利用させてもらうことができます。
★基本的に事前連絡が必要です。
→関東学院大学図書館については、事前連絡なしで

訪問利用ができます。図書も借りられます。

また、他の大学から資料の必要な部分をコピーしてもらったり、
本そのものを借りてくることもできます。

【KL-Netを利用する】
神奈川県立図書館がサービス提供している相互貸借制度（KL-Net）を
利用して、県内の公共図書館等の資料を取り寄せることが出来ます。
★取り寄せには時間がかかります。余裕を持って、ご利用ください。

☆利用する場合は、１階レファレンスカウンターへご相談ください。

事前連絡がマナーです。
飛び込みで行っても、
入れてもらえないことも…

事前連絡がマナーです。
飛び込みで行っても、
入れてもらえないことも…



４．さらに図書館を使いこなす

本を借りるだけが図書館じゃない！
実は、みなさんの学習をサポート
する様々なサービスがあるのです。

本を借りるだけが図書館じゃない！
実は、みなさんの学習をサポート
する様々なサービスがあるのです。



レファレンス・学生LSに相談する

授業で課題が出たけど、
何から手をつけていいか

分からない…

授業で課題が出たけど、
何から手をつけていいか

分からない…

論文を読めって言われたけど、
論文ってどこにあるの？

論文を読めって言われたけど、
論文ってどこにあるの？

テーマを決めてこいって言われたけど、
テーマって…なんだ？？？

テーマを決めてこいって言われたけど、
テーマって…なんだ？？？

レファレンスカウンターや
学生LSデスクでは、
こんな悩みに
対応しています。

学生LSとは・・・
図書館で活動している皆さんの
先輩です。授業の様子や履修に
ついても相談できるかも？



レファレンスを活用しよう！

令和２年度は、

レファレンス窓口を大幅に拡大！
さまざまな方法で、皆さんの疑問にお応えします！

令和２年度は、

レファレンス窓口を大幅に拡大！
さまざまな方法で、皆さんの疑問にお応えします！

電話

メール

LINE

Microsoft Teams
Zoom

Skype
連絡先・接続先は、

新入生向けガイダンス特設Webページ
（http:// )を
ご確認ください。



今までこんな質問がありました

論文…って、どこにありますか？？

図書館にはたくさんの論文がありますが、
「論文コーナー」とはなっていません。
どんな内容の論文が読みたいかお聞きして、
ご案内しますね。

授業で発表したら、先生から「テーマが広い」って
言われました。どうしたらいいですか？？

どんなテーマを設定したのか、それについて
どんなことが分かっているかをお聞きして、
どうやってテーマを絞り込んでいけば良いか、
参考になる情報を提供します。



Ｗｅｂサービスでもっと便利に！

図書館のマイページが
「マイライブラリ」です。

IDとパスワードを入力してログインします。

※学部学生・大学院生の方は、YCUポータルや

YCUメールを使用する際のID・パスワードと

同じものが使えます。



こんな機能があります。

自分が借りている資料を
確認してみましょう。

Ｗｅｂサービスでもっと便利に！



Ｗｅｂから貸出期間を延長する！

資料の返却期限日が表示されます。

返却期限日を過ぎておらず、予約がかかっていない
図書資料であれば、１度だけ貸出更新が可能です。
※更新ボタンを押した日から４週間後が
返却期限日になります。



自修できる場所を活用する
自修できる座席は、開架・書庫合わせて４５０席以上！

１階、２階の座席は自由に利用できます。
図書館の資料を読むためでなくても、自修用にご活用ください。

自修できる座席は、開架・書庫合わせて４５０席以上！
１階、２階の座席は自由に利用できます。

図書館の資料を読むためでなくても、自修用にご活用ください。

１階

２階



グループ学修できるエリアを活用する

会話OK！机・椅子の移動OK！学内無線LAN利用可能！
予約や手続きは不要なので、好きなときに自由に利用できます。
会話OK！机・椅子の移動OK！学内無線LAN利用可能！
予約や手続きは不要なので、好きなときに自由に利用できます。



グループ学修できる部屋を活用する

教養ゼミでのグループ研究で集まりたい、プレゼンの練習を
したいときに、パソコンやプロジェクタを借りることもできます。
教養ゼミでのグループ研究で集まりたい、プレゼンの練習を
したいときに、パソコンやプロジェクタを借りることもできます。



セミナー室 グループ学習室

グループ学修できる部屋を活用する



施設予約システムでの予約方法

画面を下にスクロールして・・・



施設予約システムでの予約方法

IDとパスワードを入力してログインします。

※学部学生・大学院生の方は、YCUポー
タルやYCUメールを使用する際のID・パス
ワードと同じものが使えます。



施設予約システムでの予約方法

①必要事項を入力する。

②「登録する」ボタンをクリックする。



図書館からのお知らせ

月に一度、「図書館だより」をメール配信
しています。
開館時間の変更やガイダンス・講習会の
お知らせなどは、学情のWebサイトに
掲載するので要チェック！！

学生ライブラリスタッフのTwitterアカウントも
フォローしてみてください。⇒@Yokoichi_LS


