
受付簿に記載をお願いします。

16:00~ 説明
16:30頃~ 見学ツアー

（自由参加）

あなたは論文、
探せていますか？

Welcome to University of Tsukuba Library

は会場出て右手奥です。

お手洗い



新入大学院生向け
オリエンテーション

WELCOME TO UNIVERSITY OF TSUKUBA
LIBRARY

筑波大学附属図書館の特徴
図書館のWebページ
IDとパスワード
図書の検索・予約
論文・雑誌の検索
データベース・電子リソース
相互利用サービス
マイライブラリ
メールサービス
パソコンの利用
セミナー室・研究個室の利用

2017年4月 筑波大学附属図書館 レファレンス担当

公式Facebook 公式Twitter
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▼図書館利用案内 裏表紙

Tsukuba Campus



筑波大学附属図書館の特徴

◦約266万冊
（うち中央図書館 約190万冊）

◦延べ床面積 約30,000㎡
（うち中央図書館 約19,000㎡）

◦全面開架方式
（「図書」は原則図書館にある）

◦中央図書館＋4つの専門図書館
4

「沖縄美ら海水族館」とほぼ同じ



入館するには
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線を越えない 確実にタッチ

学生証＝図書館の利用証



図書館のWebページ6

図書、雑誌、電子図書、電子ジャーナル、
論文、まとめて検索

応用数値解析



IDとパスワード

• ID：学生証の裏のバーコード番号(13桁)

•パスワード：全学統一認証システムのパスワード

※TWINSや全学計算機システムと共通

• パスワードを忘れたらレファレンスデスクで再発行できます

※平日9:00-17:00
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図書を探す(蔵書検索)
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「応用数値解析」高橋亮一著 朝倉出版

Click！

Point!

・検索結果が多いとき
は絞り込む

・図書を探す場合は
“図書館所蔵の図書
雑誌”にチェック



B. リンクを辿って

蔵書検索-筑波大の所蔵だけを
検索したい時
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Click!

A. Tulips Searchから



詳細表示（図書）
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貸出は20冊まで3週間
2階と5階の自動貸出装置で貸出処理を！
※２階メインカウンターでもできます

1.状況欄を確認
状況欄が空欄なら
本棚にある

2.請求記号をメモ
3.所在をクリック！



予約・取り寄せ
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「状況」が、貸出中の図書は予約可能
他館の図書は取り寄せが可能

Click!

予約・学内取り寄せは、５冊まで

★教員特別貸出中の予約は、メインカウンターへ申込



R.J., Antonio. After postmodernism : 

reactionary tribalism. American journal of 

sociology. 2000, 106(1) , p. 40-87.

この論文が見たい！

あなたなら、どこから探しますか？

12

雑誌名 出版年

巻号 ページ数

著者名 論文名



Tulips Searchで論文を探す
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Tulips Searchでは論文も検索できます



Tulips Searchで論文を探す
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“オンライン”があったら
タイトルをクリック



Tulips Linker
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齋藤孝, 活字離れに歯止めをかけよ. 中央公論. 
2013, 128(12) , p. 116-119.

“オンライン”がない。
「文献情報のみ」の時は？

Click!



Tulips-Linkerから蔵書検索を開く
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所蔵がない時は複写・貸借依頼(有料)
※オンラインで申し込むには事前の手続きが必要

Click!



雑誌を探す①
探している巻号があるか確認
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1.巻号を確認
128(12)は所蔵あり

2.請求記号をメモ
3.所在をクリック！

製本状況や資料室への新着雑誌
貸出情報はここから確認

1
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雑誌を探す② 配架場所を確認する
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雑誌は年代によって別の場所にある



データベース
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利用範囲「学内」のものは学内でのみ利用可能
：リモートアクセス可 / 接続もこのアイコンで

Click!



電子ジャーナル・電子ブック
その雑誌,図書がオンラインで読めるか確認する
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Click!

1 3

読みたい雑誌、
図書のタイトル等で検索

必要な論文の年代が収録されてい
るデータベースをクリック

2
：リモートアクセス可



検索ツールの違い
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Tulips Search OPAC
個別の

データベース
Google

特徴

「所蔵情報」「論文」
「電子ジャーナル・ブッ
ク」をまとめて検索。

漠然と学術文献を
探すにはとても便利。

筑波大学の所蔵を
調べる。

図書館に図書や雑
誌があるか調べるの
には一番便利。

無駄な情報がなく
様々な検索条件を
指定できる。

Tulips Searchより
探しやすい場合も。

雑種雑多な情報が
手に入る。

信頼性の低い情報
も紛れているので注
意。

筑波大学に所蔵が
あるか探す ○ ◎ △ ×

学術論文を探す ◎ △ ○ △

パソコンで読める論
文や図書を探す ◎ × ○ ○

特定分野の情報や
文献を探す △ △ ◎ △



相互利用サービス①
文献複写

◦ 入手期間 : 1週間程度

◦ 費用 : 複写料金＋送料

◦ 複写料金は、通常1枚40円前後（依頼先により異なる）

◦ 別途手数料がかかる場合もある

◦ 複写は著作権法で認められた範囲に限られる
（著作権法第31条1項）

◦ 複写範囲は、公表された著作物の一部分であること（雑誌等に
掲載された個々の論文の場合は全部の複写が可能。ただし、
次号が刊行済か発行後3カ月が経過したものであること）

◦ 複写部数は1部のみであること

◦ 申込者自身の調査研究のためであること

◦ 有償無償を問わず、再複写したり領布したりしないこと
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相互利用サービス②
相互貸借

入手期間 1週間程度

費用 普通の大きさの本で1,200円程度

借用期間 長くても2週間程度

※利用が筑波大学附属図書館内に限定されることもある

（平日9:00-17:00のみ利用可）

※雑誌や参考図書、刊行年の古い本、大型本などは、借りられない場合
が多い
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相互利用サービス③
申込方法

方法1 レファレンスデスクに申込書を提出

受付時間：平日9:00-17:00

方法2 オンラインで申込

◦ データベース検索結果から、Tulips-Linkerを利用

◦ 蔵書検索画面からも依頼できる

◦ ※オンラインで申し込むには事前に手続きが必要。

WEＢの案内をご覧ください。

ホーム › 利用案内 ›資料を取り寄せよう › 学外
から図書取り寄せ（有料）
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他大学図書館の訪問利用

◦利用規則は、図書館によって異なる

◦私立大学の図書館のほとんどは「紹介状」が必要

◦事前に、資料確認が必要な場合も多い

◦各図書館のホームページ等で利用案内をチェック

◦資料確認や紹介状発行

◦行きたい図書館があったら、1週間前までに
（できるだけ余裕を持って！）

レファレンスデスクに相談を！
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資料入手までの流れ
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Point!学外からなら、附属図書館Webサイトにログインしてからがお勧めです。

Step1 Tulips Searchで図書や論文を検索

Step2 電子ジャーナルで閲覧
自宅から利用できるものもあり！

Step3 書架へ行って直接利用

Step4 他大学図書館から取り寄せる

論文・他大学図書館からの図書の
取り寄せ（有料）：
Tulips Linker経由

オンライン あり

OPACで検索
本学図書館

にあり

あり

なし

なし



マイライブラリを使った
個人向けサービス
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個人向けサービス



マイライブラリを使った個人向け
サービス

◦ 借りている図書の返却期限の確認・
貸出期間の延長
◦ 貸出延長は3回まで

◦ 予約が入っている時と、返却期限が過ぎてからの延
長は不可

◦ 学生希望図書申込
◦ 1ヶ月に1点まで

◦ 採択までの流れ、採択基準等の詳細については附
属図書館HPをご覧ください。

附属図書館HPホーム ›利用案内 › 図書を推薦
したい › 学生希望図書

◦ 予約後の状況確認・予約キャンセル
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メールサービス

※予約した図書の到着通知

※返却が遅れた場合の督促

◦ 借りている図書の返却期限2日前の通知

◦ 相互利用サービスの到着通知

◦ サービス内容の変更や講習会開催のお
知らせ
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※は登録者全員にその他は選択可能



パソコンの利用
◦ 全学計算機システム

◦ 全学計算機システム用のID（s＋学籍番号下7桁）

統一認証パスワードでログイン

◦ 印刷枚数制限あり(専攻等で異なる)

詳しくは全学計算機システムのWEBページで

https://www.u.tsukuba.ac.jp/

◦ 図書館パソコン

◦ 印刷・外部サイトへの接続にはIDとパスワード

が必要

◦ 印刷は年間500枚まで無料(有料のプリンタもある)

◦ データの保存はUSBメモリで

◦ 自分のパソコン

◦ 閲覧席では学内無線LANが利用可能
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図書館の「場所」を活用する
：セミナー室
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・予約制
・１グループは１日１回 ３時間以内
・予約受付開始は１週間前から

密閉容器のみ

マイライブラリから予約



図書館の「場所」を活用する
：研究個室
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予約制・時間制限なし（1日2回予約可）
予約開始：希望日当日のAM0:00～

院生の
特権

マイライブラリから予約



図書館を活用する
◦ 相談窓口

◦ レファレンスデスク 平日9時～17時

◦ 学生サポートデスク（中央図書館）平日14時～19時

◦ ホームページ

◦ 附属図書館Facebook

◦ 附属図書館Twitter

◦ 週５図書館生活、どうですか？

◦ Prism

◦ 春の講習会

33
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附属図書館を使って
充実した院生生活・研究生活を！

この後の館内ツアーにも是非ご参加ください


