
知って得する資料の入手方法
～市大にない資料を手に入れるには？～



市大の図書館に探していた資料がない？！

そんな時は…？

→ 相互利用制度を利用する

1. 横浜市の図書館など、公共図書館にあるか確認してみよう！

2. インターネット上での公開がないか確認してみよう！

3. それでもなければ、他大学の図書館などの資料を使ってみよう！

4. 継続して使いたい資料は、市大の図書館に購入を依頼しよう！

→ 公共図書館を使うには？

→ 国立国会図書館デジタルコレクション

→ 購入希望制度を利用する

知って得する資料の入手方法



知って得する資料の入手方法

1. 公共図書館を使うには？

近くて便利?! まずは検索してみよう！



知って得する資料の入手方法～公共図書館を使うには？～

そもそも、横浜市立図書館って使っていいの？？

横浜市内に住んでいるか、通勤、通学していれば利用登録ができます！！

さらに、こんな便利な使い方も…
・市立図書館にある図書は、任意の市立図書館
を指定して取寄せ、借りることができます。
・市立図書館で所蔵していない図書は、神奈川
県立図書館などからの取り寄せもできます。

横浜市外在住でも、学生証持参で登録OK！

資料の所蔵状況は、インターネット上で確認
できます。

詳細は横浜市立図書館ホームページをチェック！

【図書館TOP】 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/library/

【蔵書検索】 https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP0200

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/library/


知って得する資料の入手方法

2. 国立国会図書館デジタルコレクション

意外と色々見られます！



知って得する資料の入手方法～国立国会図書館デジタルコレクション～

学術情報センターは「デジタル化資料送信
サービス」の参加館です！

見たい資料を開いたらこんな画面が…。

そんな時は学術情報センターレファレンス

カウンターにご相談ください！

CiNii Articlesとも連携

国立国会図書館デジタルコレクションは、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。



方法 特徴 時間 費用

文献
複写

必要な部分のみコピーして入
手する

１週間前後 複写+送料

資料
貸借

必要な資料の現物を借りる
※閲覧は館内のみ

１週間前後 往復送料

訪問
利用

所蔵図書館に実際に行って

資料をみる
１～３日後 交通費ほか

購入
希望

必要な資料を学情で買って

もらう
１～２か月 不要

知って得する資料の入手方法～大学図書館のサービス一覧～



知って得する資料の入手方法

3. 相互利用制度を利用する

学術雑誌や専門的な資料はやっぱり大学へ！

文献複写・現物貸借編



方法 特徴 時間 費用

文献
複写

必要な部分のみコピーして入
手する

１週間前後 複写+送料

資料
貸借

必要な資料の現物を借りる
※閲覧は館内のみ

１週間前後 往復送料

訪問
利用

所蔵図書館に実際に行って

資料をみる
１～３日後 交通費ほか

購入
希望

必要な資料を学情で買って

もらう
１～２か月 不要

知って得する資料の入手方法～文献複写・現物貸借サービスを利用する～



1. マイライブラリまたは相互利用申込書に必要事項を入力、記入
して申込みます。

2. 資料が図書館に用意ができたら、メールで連絡が届きます。
金額も、こちらのメールでお知らせします。

3. メインカウンターで、代金と引き換えに資料を受け取ります。

申込みから受け取りまで

知って得する資料の入手方法～文献複写・現物貸借サービスを利用する～

詳細はこちらもご確認ください！



申込みの注意

 文献複写及び現物貸借は有料のサービスです。

 依頼してから到着まで１週間程度かかります。

 自宅への郵送はできません。図書館のメインカウンターまで受け
取りに来てください。

 現物貸借については、雑誌類等、取り寄せできない資料があります。

 現物貸借の場合、利用条件は所蔵館によって異なります。

 現物貸借で取り寄せた資料は、館外に持ち出せません。

 KL-net（神奈川県図書館ネットワーク）参加館で所蔵している

図書であれば、無料で現物を取り寄せることができます。

※通常の現物貸借よりも時間がかかる場合があります（１～４週間）。

知って得する資料の入手方法～文献複写・現物貸借サービスを利用する～



知って得する資料の入手方法～文献複写サービスを利用する～

英語学習の特異的なつまずきを評価する
スクリーニング法の開発

中川あすか

高知大学教育学部

2018.3

97-118

高知大学教育学部研究報告

79

1346-938X

文献複写の依頼方法(1)



英語学習の特異的なつまずきを評価する
スクリーニング法の開発

中川あすか

高知大学教育学部

2018.3

97-118

高知大学教育学部研究報告

79

1346-938X

知って得する資料の入手方法～文献複写サービスを利用する～

文献複写の依頼方法(2)

学内
限定



知って得する資料の入手方法～現物貸借サービスを利用する～

Everyday English grammar : 大学生のためのコミュニケー
ション英文法 改訂3版

水島孝司, ロジャー・パティモア著 南雲堂, 2018.3

南雲堂

2018.3

9784523178620

現物貸借の依頼方法



知って得する資料の入手方法

見たい資料が勢揃い！や、届くまで待てない！という時は…

4. 相互利用制度を利用する
訪問利用編



方法 特徴 時間 費用

文献
複写

必要な部分のみコピーして入
手する

１週間前後 複写+送料

資料
貸借

必要な資料の現物を借りる
※閲覧は館内のみ

到着まで１週間前
後

往復送料

訪問
利用

所蔵図書館に実際に行って

資料をみる
１～３日後 交通費ほか

購入
希望

必要な資料を学情で買って

もらう
１～２か月 不要

知って得する資料の入手方法～他大学等の図書館を利用する～



申込みから訪問まで

1. 図書館のスタッフが訪問先の図書館と連絡を取り、了承が得ら
れれば紹介状等を発行します。

2. 紹介状の用意ができたら図書館から連絡します。レファレンス
カウンターで紹介状等の必要書類をお受取りください。

訪問利用の際の注意

 「紹介状」の発行は、レファレンスカウンターで行います。

 「紹介状」の発行には時間がかかる場合があります。訪問を希望
する日の３営業日前までにはお申込みください。

知って得する資料の入手方法～他大学等の図書館を利用する～



協力制度を活用する

関東学院大学
横浜市内図書館
コンソーシアム

神奈川県内大学図書館
共通閲覧証制度

対象

関東学院大学の図書
館で所蔵する資料を
利用できる。

横浜市内14の大学

図書館の資料を利
用できる。

神奈川県内42の大学

図書館の資料を利用
できる。

利用の
範囲

・閲覧
・複写
・貸出（2冊・2週間）

・閲覧
・複写

・閲覧
・複写

持ち物
学生証を持参して、
関東学院大学を訪問
する。

学生証を持参して、
図書館を訪問する。

学術情報センターで「共
通閲覧証」の発行を受け、
持参して訪問する。

協力制度に参加している図書館については、
紹介状がなくても利用できる場合があります。

※ 利用条件は図書館ごとに異なります。訪問前には必ず確認しましょう！

知って得する資料の入手方法～他大学等の図書館を利用する～



知って得する資料の入手方法

継続的に資料を使いたいときはぜひ申請を！

5. 購入希望制度を利用する



方法 特徴 時間 費用

文献
複写

必要な部分のみコピーして入
手する

１週間前後 複写+送料

資料
貸借

必要な資料の現物を借りる
※閲覧は館内のみ

到着まで１週間前
後

往復送料

訪問
利用

所蔵図書館に実際に行って

資料をみる
１～３日後 交通費ほか

購入
希望

必要な資料を学情で買って

もらう
１～２か月 不要

知って得する資料の入手方法～購入希望制度を利用する～



知って得する資料の入手方法～購入希望制度を利用する～

 購入の対象となる資料は学修、研究を目的とした資料に限ります。
購入を希望する理由を、できるだけ詳しく記入してください。

 Kinoden（紀伊國屋書店 学術電子図書館）で試し読みできる場合
があります。

 本学の収書方針等により、購入できない場合があります。

 資料の購入まで、申込みから１～２か月程度の時間がかかります。

購入希望制度申込みの注意

申込みから受け取りまで

1. マイライブラリまたは図書購入申込書に必要事項を入力、記入
して申込みます。

2. 図書館に資料が用意ができたら、メールで連絡があります。
メインカウンターでお受け取りください。



知って得する資料の入手方法～購入希望制度を利用する～

Everyday English grammar : 大学生のためのコミュニケー
ション英文法 改訂3版

水島孝司, ロジャー・パティモア著 南雲堂, 2018.3

南雲堂

2018.3

9784523178620

レポートの参考資料とするため



ご清聴ありがとうございました。

わからないことがあったら
レファレンスカウンターまで

お声かけください！


