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筑波大学大塚図書館 2018.4



Webサービス
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/
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図書館のIDとパスワード

ID：学生証・利用証の裏のバーコードの番号（13桁）
パスワード：統一認証のパスワード（TWINSや全学計算機システムと共通）

パスワードを忘れてしまったらカウンターへ
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マイライブラリ
① 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回まで返却期限内のみ可能
• 放送大学文京学習センターの図書は更新

1回まで
• 予約が入っているとき/返却期限が過ぎて
からの延長は不可

② 貸出履歴の確認（昨年度～今年度）

③ 予約した図書の状況確認/予約キャンセル
他大学等に貸出を依頼している資料の取り寄せ状況

④ 多目的学習室の予約
2名以上のグループ（学内者のみ）
1日1回3時間まで

⑤ 学生希望図書申込
1ヶ月に1点まで

⑥ メールサービス

⑦ オンラインによる文献複写・図書借用申込利用登録
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文献検索から入手まで 5

Step1図書館Webサイトにログインする

Step2 Tulips Searchで論文検索

Step3電子ジャーナルで閲覧
自宅や会社から利用できるものもあり！

Step4大塚図書館で直接閲覧

Tulips Linker経由
Step5筑波キャンパス、他大学図書館から

取り寄せる（有料）

オンライン あ
り

OPACで検索
大塚図書館に
あり？

あ
り

なし

なし



ある文献を探しています
図書？
雑誌？
論文？

何を探していても、検索は「Tulips Search」から

＜利点＞紙の図書・雑誌から電子ブックや電子ジャーナル、個別の論文の情報などさまざまな
形態の資料を一度にまとめて探すことができる。

ただし…：データの更新は若干のタイムラグがあるので、最新情報は個別のデータベースから
また、一部のデータベースは検索対象ではないので、その場合も個別のデータベースから
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Tulips Searchで図書を探す

例：弥永真生著『会計基準と法』中央経済社発行

① Tulips Searchで「会計基準と法」と入力し検索
② 検索結果が表示されたら、該当するタイトル

をクリック
③ 筑波大学附属図書館OPAC（蔵書検索）の画面

が表示される
④ 検索結果の絞り込みも可能

（例：図書館所蔵の図書雑誌に限定）
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OPAC検索結果詳細 8

貸出は20冊まで3週間。自動貸出機かメインカウンターへ。学生証が必要。

所在：大塚→大塚図書館にあり

請求記号：「336.92-Y51」
図書は請求記号順に並んでいる
のでこの請求記号をメモ

状況：空欄→書架にある
「貸出中」の場合は「予約」を



大塚図書館に所蔵がないときは… 9

予約・学内取り寄せは、5冊まで / 到着まで5～7日ほどかかる/雑誌は取り寄せできません！

所在：中央（図書館）

状況：空欄 →書架に図書がある

予約・取り寄せ：筑波地区から図書の取り寄せができる
（無料）



Tulips Searchで論文を探す

参考文献リストの表記例：

R. J., Antonio. After postmodernism : reactionary tribalism. American 
journal of sociology. 2000, 106(1), p. 40-87

著者名？
論文名？
雑誌名？

Tulips Searchはどれをキーワードにしても検索できます。
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出版年, 巻号, ページ数

著者名 論文名 雑誌名



電子ジャーナルで論文を読む 11

① Tulips searchに
「after postmodernism antonio sociology」
と入力し検索

② 「オンライン」アイコンに着目し論文
タイトルをクリック

③ 電子ジャーナルを提供するWebページに
移動

④ Download PDFをクリックするとPDFファ
イルが開く

電子ジャーナルを契約しているため
（図書館に行かなくても）論文が読める！



オンラインのアイコンがなかったら 12

例：喜田昌樹, アサヒの組織革新の認知的研究.
組織科学. 2006, 39(4), p. 79-92

① Tulips Searchで「アサヒの組織革新の認知的研究」
を検索

② 該当論文のタイトルをクリック
③ Tulips Linkerのページが開く

電子ジャーナルが無い場合、
大塚図書館で雑誌「組織科学」の39巻4号を
所蔵しているか確認

④ 所蔵確認から「筑波大学附属図書館OPAC」を
クリック

⑤ OPAC検索結果画面が開く



OPAC検索結果詳細 13

所在：大塚

所蔵巻号：39(4)が含まれていることを確認

※全ての巻号を所蔵しているわけではない
例えば、21(1)や20巻以前は所蔵していない

雑誌の最新号（今年度分）は新着書架に、それ以前は図書館の奥にあるバックナンバー
コーナーに配架。タイトルの五十音順、或いはアルファベット順に並んでいます。



文献を取り寄せる
電子ジャーナルでも見つからないときは…
OPACで所蔵確認しても
大塚図書館では所蔵していないときは…

筑波地区または学外から文献を
取り寄せることができます！
Tulips Linkerの「文献複写申込」へ

※文献複写取り寄せは有料
※事前にオンライン利用申請が必要
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オンライン利用登録

マイライブラリにログインして
Step.1 メールサービスに登録
① メールアドレスを入力
② 「他図書館等から文献複写物・図書が到着したら

通知する」にチェックを入れて登録

Step.2

オンラインによる文献複写・図書借用申込利用登録（私費）
① 利用登録のページでIDとパスワードを入力し「申込」
② メールが届く
③ URLにアクセスして申込書式を入手・印刷
④ 必要事項を記入してカウンターへ提出
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文献複写取り寄せ（料金・所要日数）

著作権法31条（図書館等における複製等）の制約例
×図書の全ページ複写
×定期刊行物の最新号に掲載された論文の複写
×複数著者による図書（論文集）に掲載された個々の論文
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料金 所要日数
学内 1枚20円 2日-1週間
学外 1枚30～60円（依頼先により異なる）＋郵送料

速達扱い＋280円
※依頼先によっては消費税・手数料が加算されることも

1-2週間

国外 経費不定 長期



学外から「図書」を取り寄せる

申込方法
① 蔵書検索OPACで「他大学等の所蔵」を指定して検索
② 検索結果から該当タイトルをクリック
③ 「私費で図書借用依頼」をクリックして申込画面へ

※借用できない資料
ごく最近の出版物、逐次刊行物、参考図書、貴重図書など

※注意事項
返却期限の厳守、返却は開館時間中にカウンターへ
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経費 往復の郵送料 日本国内で1,200～1,600円
程度

利用日数 日本国内で郵送日数を含め2-3週間程度



他大学図書館で閲覧する

他大学図書館を利用したい場合、事前照会が必要となるので、

訪問予定の1週間前までに大塚図書館のカウンターでご相談ください

必要書類：
国立大学
（多くの場合は）所属大学発行の学生証

私立大学
図書館発行の紹介状
※訪問先への照会が必要なので1週間前までにはご相談を
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都立中央図書館（広尾）

千代田区立千代田図書館

千代田区立日比谷図書文化館



CiNii Articles 日本の論文を探す
http://ci.nii.ac.jp/

日本国内で刊行された、学協会刊行物・大学研究紀要・国立国会図書館の雑誌記事索引データベース
などの学術論文情報を検索できます。
国立情報学研究所提供

Tulips Searchで論文が
見つからないときは
CiNii Articlesから探すことを
おすすめします！
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http://ci.nii.ac.jp/


学内ネットワークから接続 20

① 附属図書館ホームページTulips Search検索画面下の
「データベース一覧へ」をクリック

② データベース一覧中の「CiNii」をクリック

※学外から接続する場合は、CiNiiの欄の右側にある
をクリック

③ CiNIi画面の上部に「筑波大学」とあることを
確認



キーワードで検索
例：「ストレスへの対応」に関する論文を探す

「ストレス△対応」と単語をスペースで
区切って入力し「すべて」を指定して検索

• 簡易検索（フリーワード検索）
入力した文字列が、論文名、著者名、抄録等のどこか
にあるものを検索

• 詳細検索
項目の指定、条件の関係（論理演算）、発表された
時期などの指定して、絞り込んだ検索
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検索結果一覧 22

• 検索結果の並び替え

• 必要なものにチェック

• RefWorks（文献管理ソ
フト）に書き出して
参考文献リスト作成

• 論文名をクリックして
詳細表示へ

RefWorks講習会
・5月30日(水)

17:45-18:45 118講義室
・6月9日(土)

13:10-14:10 116講義室
（各回同一内容）



検索結果詳細 23

※発行元の公開方針などの事情などから、
全ての文献が見られる訳ではない

その他の本文リンク(一部)

本文あり！

論文タイトルおよび著者名

外部データベースへのリンク
OPAC・Tulips Linker へのリンク

論文を収録している刊行物の情報

刊行物の所蔵館情報へ



大学図書館の本を探す・日本の博士論文を探す 24

http://ci.nii.ac.jp/books/ http://ci.nii.ac.jp/d/
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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
どうかを調べるには一番便利。

各種専門のデータベース。無
駄な情報がなく様々な検索条
件を指定できる。
Tulips Searchよりも探しやす
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
るので注意が必要。

筑波大学に所蔵があ
るか探す ○ ◎ △ ×

学術論文を探す ◎ △
論文名では検索できない
掲載雑誌の所蔵検索は◎

○ △
Google Scholarを利用すれば◎

パソコンで読める論
文や図書を探す

◎
筑波大学で契約している電子

ジャーナル・ブックをまとめて検
索することができる

× ○
○

学術情報検索にはGoogle Scholarを。
また、通常のGoogle検索で著者が
個人的に公開している論文等が検

索できることも。

特定分野の情報や文
献を探す △ △ ◎

各データベースの特徴を知り使い
分けることで効果ＵＰ

△

（参考）検索ツールの違い 25



おさえておきたいデータベース 26

分野 日本語 英語

全分野 CiNii Articles Web of Science

心理学 PsychINFO

医学 医中誌Web PubMed

スポーツ SPORTDiscus

法令・判例
D1-Law.com
LEX/DB
Westlaw Japan

Lexis Advance

ビジネス 日経テレコン21 Business Source Complete
Lexis Advance



便利！リモートアクセス 27

学内で利用するには、
データベース名を
クリックして接続

利用範囲「学内」
学内でのみ利用可能

リモートアクセス可
このアイコンをクリックして接続



まとめ

マイライブラリ Tulips Linker
オンライン
利用登録

リモートアクセス
OPAC

Tulips Search

データベース
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お気軽にご相談ください

筑波大学大塚図書館
ill-otsuka@tulips.tsukuba.ac.jp
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オーダーメイド講習会

希望日の1週間前までに大塚図書館カウンター、または講習会webページ
の申し込みフォームからお申し込みください。1名から受付しています。

ホーム › 図書館活用術 › 講習会› オーダーメード講習会›東京地区での受講申し込みは”こちら”から

職員対応時間：
月 10:30-18:30 / 火～金 10:00-21:10 / 土 11:30-19:50

mailto:ill-otsuka@tulips.tsukuba.ac.jp
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