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山口県内図書館横断検索とは 

山口県内にある複数の図書館（公共図書館、大学図書館など）の所蔵資料を同時に検索することができま
す。自宅の近くにある図書館だけ選んで検索することもできます。※図書館のホームページにリンクあり 

メディカルオンラインとは 

国内発行の医学雑誌をオンラインで提供
するサービスです。500 誌以上の国内医

学系ジャーナルから論文のアブストラクト
（概要）やフルテキスト（本文）を閲覧する
ことができます。 学内限定！ 
 学科別おすすめ度 
国際× 文創× 社福△ 看護◎ 栄養◎ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆ 編集後記 
  初級編から始まった「図書館を活用しよう！」が、上級編で一応完結しました。バックナンバー
で振り返ってみてください。(K.M)  

■編集・発行/山口県立大学附属図書館 
〒753-8502 山口市桜畠 3-2-1 

TEL.(083)928-0522 FAX.(083)928-0279 
E-mail:lib@sakura3.yamaguchi-pu.ac.jp 

http://www.yamaguchi-pu.ac.jp/index.php?M_ID=9 

アブストラクト  

 

概要を見ることができます。 

返却 
期限内にｶｳﾝﾀｰ に返却してください。 

 

 

図書の詳細 が表示されます。図

書館を利用する場合は、各図書

館にご相談ください。  

 
「他 館へ の 借用申込書」に

記入してｶｳﾝﾀｰ提出してくだ

さい。用紙はｶｳﾝﾀｰに用意

しています。 

全文 FAX 送信  

主に最新号の本文を入手

することができます。 

支払い・貸出 
図書が届いたら館内のﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞにお

名前を書きますので、ｶｳﾝﾀｰにお越し

ください。 料金は往復分必要です！ 

 

探したい文献のキーワードを入

力して、検索してください。 

 

山口県内図書館横断検索 で探したい

図書のｷｰﾜｰﾄﾞを入力し、検索したい図

書館を選択して、検索してください。 

 

検索結果の中から行きたい図書

館をｸﾘｯｸしてください。 

全文ダウンロード 
本 文 を見 ることができま

す。印刷または保存して利

用してください。 

 

図書館のﾎｰﾑﾍ゚ ｰｼﾞを開いてください。 

ホームページ下部 

読みたい図書を 
本学で所蔵して 
いない場合は？ 
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■巻頭言 

附属図書館長 市村孝雄 

 
 年の初めにあたり、今年こそは暗い世相に光がさす一年にしたいものと願って、図書館報 2010
年新春号をお届けします。 
 そんな今年の初夢に、こんな図書館の姿を夢想しました。 
 県立大学は山口の地に暮らすすべての人々のためにある地域の大学。そこは、学生が通い住民
が集う学び舎と緑のキャンパスが広がる“アカデミックパーク”。正面には、大学のハートであ
る図書館が大きく門戸を開けてすべての来訪者を迎えます。図書館はだれもがいつでも利用でき
るユニバーサルアクセスのゆとり空間。知を凝集した活字とサイバー情報の世界へ人々を誘いま
す。 
 一歩中に入れば、コーヒー薫るカフェテリア、待合と語らいのティーサロン、奥には貴重資料
とアートに触れる展示ロビー、スライドショーやホログラフィ常設の電子ミュージアム、２階に
上がればセミナー室とミーティングルーム、もう１階上がれば世界につながる電子情報のフロア、
さらに上がれば閲覧と思索の静謐なスペース。 
 そんな知的ゆとり空間、学生の皆さんも教職員の皆さんも、毎朝毎夕そこを訪れる自分の姿を
思い描いてみると楽しいですね。そんな姿を見て、今度は宮野地域の人たちが、山口の市民が県
民が集い、多世代の刺激的な出会いが生まれる。それが県立大学の“ユニバーシティコモンズ”
の未来像かもしれません。 
 附属図書館の寅年の初夢でした。 
 

■ＪａｐａｎＫｎｏｗｌｅｄｇｅ＋ＮＲの提供を開始しました 

 
 昨年 12 月にトライアルで利用した「ジャパンナレッ
ジ」を 1 月から正式に契約し、附属図書館のホームペー
ジから利用できるようになりました。 
 この知識探索サイトは「日本大百科全書（ニッポニカ）」
を始め、「現代用語の基礎知識」、「大辞泉」などの事典・
辞書、「東洋文庫」などの書籍系コンテンツや「週刊エコ
ノミスト」などの雑誌系コンテンツを含め 30 以上のコ

ンテンツを横断的に一括検索できる人文・社会科学系の
レファレンスツールです。 
 本学で契約しているサイトは１アクセス限定で、ID/
パスワードの認証で利用するシステムです。ID とパスワ
ードは、当館ホームページ「図書館ガイダンス」の中の「情報検索のためのリンク集」に記載してい
ます。 
来年度以降も契約を継続する予定にしていますので、是非ご利用ください。 
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医学中央雑誌（医中誌）とは 

国内発行の、医学・薬学・歯学及び関連分
野の定期刊行物、のべ約 5,000 誌から収

録した約 630 万件の論文情報を検索する
ことができます。メディカルオンラインにリ
ンクしており、検索結果から本文を見るこ

とができるものもあります。 学内限定！
 学科別おすすめ度 

国際× 文創× 社福○ 看護◎ 栄養○

 検索を終了する時 

 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

「学外文献複写申込書」はカウンター

に用意しています。必要事項を記入し

て、カウンターに提出してください。 

本学で所蔵していない場合は、文献の

複写を他大学などから取り寄せること

ができます。 

 

資料をコピーする場合は、「文献複写

申込書」に記入してカウンターに提出

してください。 

 

利用したい資料が書庫にある場合は、「書

庫内資料利用票」に記入して本館カウンタ

ーへ提出してください。３年生以上は書庫

に入り、自分で探すこともできます。 

 

本学のどこにあるかが分かります。学

術雑誌室の雑誌でも昨年以前のもの

は書庫にあります。 所蔵巻号をよく

確認すること！  

支払い・受け取り 
文献の複写が届いたら館内のホワ

イトボードにお名前を書きますの

で、カウンターまでお越しください。 

料金は複写料（10～50 円×枚数）+

送料（80～200 円）。手数料等がか

かることもあります。 

 

主に最新号の本文を入手することができます。

必要事項を入力して確認を押してください。即

日～数日後、指定した FAX に文献が届きます。

 

 

探したい文献のキーワードを入力して、検索

してください。フリーワードで論文全体から

探せます。詳細検索もできます。 

 

文献が収録された資料が本学にある

か探すことができます。 

 

検索を終了する時は、必ず終了のボ
タンをクリックしてください。 

アドバンスド・モードとベーシック・モ

ードのどちらかを選択してください。

（以下、アドバンスド・モードで検索）

探したい文献のキーワードを入力し

て、検索してください。 

 

アクセスに制限があるので、ログアウトし

忘れると他の人が検索できなくなります。

がないものは、改めて

OPAC 画面で書名などか

ら検索してください！ 

ＣｉＮｉｉ
サ イ ニ ィ

とは 

国内の学会などが発行した雑誌の論文を検
索することができます。検索結果から本文を
見ることができるものも数多くあります。 
 学科別おすすめ度 
国際◎ 文創◎ 社福○ 看護○ 栄養○

 
検索結果の中で気になる文献をクリック

すると、文献の詳細が表示されます。 

       CiNii 
       医学中央雑誌
       共通 

本文を見ることができます。印刷また

は保存して利用してください。 図書

館では印刷できません！ 

をダブルクリックして図書館のホー

ムページを開いてください。 

ホームページ下部

 

検索結果の中で気になる文献をクリッ

クすると、文献の詳細が表示されます。
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