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新任教員オリエンテーション

2018年4月 筑波大学附属図書館



図書館の使い方
2

図書館HP
図書の検索・予約・取り寄せ

IDとパスワード

マイライブラリ

メールサービス

論文・雑誌の検索

相互利用サービス

データベース・電子ジャーナルの利用



図書館HP
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資料の検索
コンテンツメニュー

個人向けサービス



Tulips Searchで図書を探す
4

図書や雑誌だけでなく、論文や新聞記事など様々なタイプの資料をまとめて検索
筑波大学所蔵以外の資料も検索対象

筑波大所蔵の図書･雑誌の検索
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Tulips Search検索結果

検索結果の絞り込み

資料の詳細を見るにはタイトルをクリック



詳細表示（図書）
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貸出（図書）
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個人貸出
一般貸出
3週間、30冊、延長3回

教員特別貸出
研究費で購入した図書 無期限（1年ごとに更新）、冊数制限なし

研究用長期貸出
図書館経費以外で購入した図書 1年間、100冊

科学研究費等特別貸出
図書館に寄贈してから貸出 研究期間終了後2年まで貸出可

専攻等組織への貸出
専攻等資料室貸出

特別プロジェクト研究組織特別貸出



貸出（雑誌）
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組織（資料室等)への貸出のみ

新着雑誌貸出

重複購入雑誌貸出

学内共同教育研究施設等用雑誌貸出
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予約：「状況」が貸出中の図書
取り寄せ：学内の他の図書館で所蔵している図書

予約・取り寄せ

統一認証システムにログイン



IDとパスワード
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ID：職員証裏のバーコードの番号

パスワード：統一認証のパスワード

次の図書館サービス等で使用

電子リソースへのリモートアクセス

学内文献複写（e-DDS）

マイライブラリ

パスワードの再発行は

身分証を持って図書館レファレンスデスクまで



マイライブラリ
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予約・取り寄せを依頼している資料の状況確認

借用中資料の返却期限確認と貸出期限延長

研究個室・セミナー室の予約

（授業での利用はメインカウンターで受付）

シラバス図書の推薦
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マイライブラリ

返却期限の確認と期限の延長

研究個室、セミナー室の予約

図書の購入依頼 シラバス図書推薦

予約・取り寄せ資料の確認



メールサービス
13

予約・取り寄せ図書の到着通知

返却が遅れた場合の督促

借りている図書の返却期限の2日前に通知

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のお知らせ
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Tulips Searchで論文を探す

オンラインアイコンがついていたらタイトルをクリック

学外からの利用は、
「オフキャンパスで使用していますか?」をクリックして
ログインしてから
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Tulips Searchで論文を探す

（次ページから論文のPDF）



16

Tulips Linker

掲載されている雑誌を筑波大学や
他の機関で所蔵しているかを調べる

論文のコピーを依頼する

オンラインアイコンがない場合は
論文タイトルをクリックして Tulips Linker を表示
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雑誌の所蔵を探す

筑波大学の所蔵を調べる
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e-DDSサービス

筑波大学図書館所蔵の雑誌に掲載されている論文のコピーを
PDFファイルで受け取るサービス
詳細はHP 利用案内 › 資料を取り寄せよう › 学内から論文コピー取り寄せ（校費e-DDS）



文献複写
文献複写等料金全学共通経費化試行中
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学内
コピーカード（350円）はレファレンスデスクで発行

白黒1枚10円、カラー1枚70円

e-DDS

筑波大学の図書館にある雑誌に掲載されている論文をPDF
ファイルで受け取るサービス（料金：20円/ページ）

学外から取り寄せ
申込方法：Tulips Linker から、またはレファレンスデスク

料金：35円～60円/枚＋送料

届くまでの日数：1週間程度



相互貸借
文献複写等料金全学共通経費化試行中
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料金：送料等の実費(約1000～1500円/冊）
届くまでの日数：約１～２週間
借りられる期間：相手館の方針に依る
郵送に要する日数を含めて通常約3～4週間
借用条件
図書館内での限定利用の場合がある
コピーができない場合がある

申し込み方法
Tulips Linker から
OPAC検索結果 から
レファレンスデスクで申込は、HPの下記を参照
詳細は 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）



他大学図書館の訪問利用
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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規則をチェック

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



データベースの利用
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：リモートアクセス可

←リモートアクセスについて
詳しくはこちら

:データベースの説明



電子ジャーナル・電子ブックの利用
23

：リモートアクセス可



問い合わせ先
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メインカウンター（内線６０５５、２３５９）
図書の閲覧・貸出・返却

研究個室・セミナー室の利用 など

レファレンスデスク（内線２７８４、２３６０）

受付時間：平日9:00-17:00

Email: reference@tulips.tsukuba.ac.jp

資料調査

他大学の資料取り寄せ･利用申込

データベース利用方法などの相談 など

体育・芸術図書館カウンター（内線2878）
医学図書館カウンター（内線3256）
図書館情報学図書館メインカウンター（内線8－1232）

大塚図書館カウンター（03-3942-6818）

mailto:reference#@#tulips.tsukuba.ac.jp


２．資料の購入及び寄贈

1. 予算登録コードについて

2. 図書の購入

3. 学生用の図書の推薦について

4. 資料の寄贈について

5. 雑誌の購入

6. 各種問い合わせ先
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詳しくは図書館Webページ
の利用案内をご覧ください

26



3

会計ルールハンドブック
もご参照ください



2-1 予算登録コードについて

図書の購入（科研費での購入は支援室）

文献複写（館内複写、学外文献複写依頼）

学外図書館資料の借用

⇒図書館の予算登録コードが必要です

文献複写等料金は全学共通経費化試行中ですが、

校費での依頼には予算登録コードが必要です。
4

研究費等で利用できるサービス



予算登録コード（申請方法）

 予算登録コードの申請（各支援室会計担当へ）

→申請者へ予算登録コードの通知（図書館から）

 予算登録コードの有効期限（科研費以外）

取消申請のない限り毎年有効

転任・退職時の取消

⇒変更がありましたら図書館へご連絡ください

（図書館トップ） → 利用案内

→図書館への支払いに研究費を使いたい

5



6



7
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予算登録コード(予算差引)
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事項 予算差引の方法 予算差引きの時期 通知

図書購入
財務会計システ
ム上で直接予算
差引

納品毎に差引
年３回執行状況
等を通知

文献複写
相互貸借

一定期間をまと
めて振替

※全学共通経費
化試行中のため
平成30年度は
振替を行いませ
ん。

校費 2～5月使用分→ 6月
6～9月使用分→10月

10～1月使用分→ 2月

予算差引時に
通知・確認する

科研費
補助金

交付～12月使用分→1月

科研費
基金

交付～12月使用分→1月
1～2月使用分→4月

厚生
科研

交付～11月使用分→1月



2-2 図書の購入

研究費等で図書を購入する場合は、
図書館にお申し込み下さい

大学の資産として登録します
1年以上の使用を予定する図書資料は資産

購入後「教員特別貸出」または図書館に
配架

（図書館トップ） → 利用案内→
研究費で図書を買いたい→
研究費等で図書を購入するには

10
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図書購入依頼

・Webから依頼 図書館システム または

オンライン書店（丸善雄松堂・紀伊國屋書店）

・紙の図書請求票
各図書館で配布、提出は中央図書館図書受入担当へ

※大量の場合はご相談ください
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申込方法

（図書館トップ） → 利用案内→
研究費で図書を買いたい→

Webからの図書購入依頼
図書の購入について(図書請求票)



2-3 学生用の図書の推薦について

 シラバス図書推薦

シラバス図書：シラバス掲載図書や授業中に紹介し授業と密接に関
連して使用する図書

 授業関連必読図書指定

学生に試験・課題等のため必読を課す図書

館内利用（授業関連必読図書コーナーに配架）

 教員推薦学生用図書

シラバス図書以外で学生の学習や教養に資する図書

（図書館トップ） → 利用案内 → 図書を推薦したい

授業関連必読図書 | シラバス図書推薦

教員推薦学生用図書
13



2-4 資料の寄贈について

 図書の寄贈 → 選書担当

 雑誌の寄贈 → 雑誌受入担当

 科学研究費助成事業により購入した図書の寄付
→ 図書受入担当

 本学関係資料の寄贈（本学関係資料室で保存）

→ 選書／雑誌受入担当

（図書館トップ） → 利用案内
→ 図書館に図書や雑誌を寄贈する

14



2-5 雑誌の購入

 系等組織単位での購入のみ (予約制、途中の申込
困難、今年度契約済、新規の購入は不可）

次年度分の予約 ６月～７月 系等への照会・回答

９月～10月 購入雑誌確定、予約発注

注）特定号、バックナンバーの購入は個人申込可

（申し込み方法は、図書の購入と同じ）

注）図書館配架ではない研究用の新聞・雑誌を研究費で定期購入
する場合は、所属の支援室会計担当にご相談ください。

 基盤となる電子ジャーナルは全学経費により整備

（図書館トップ） → 利用案内
→ 雑誌購入のしくみ ※学内限定サイトあり

15
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2-6 各種問い合わせ先

 図書の購入・予算登録に関すること

図書受入担当 （内線２３５１，２３５２）

 文献複写・学外資料の借用に関すること

相互利用担当 （内線２３７３，２３７４）

 学生用の図書の推薦・図書の寄贈に関すること

選書担当 （内線２３４６）

 組織による雑誌購入と雑誌の寄贈に関すること

雑誌受入担当 （内線２３６４，２３６５）

詳しくはWebサイトの利用案内をご覧ください。

https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/ja/service



平成 年度新任教員オリエンテーション30 41

つくばリポジトリ

配布資料 つくばリポジトリパンフレット
筑波大学オープンアクセス方針



機関リポジトリとは

大学等の研究機関が自らの研究成果を蓄積し
インターネットで公開するもの
誰でも無料でアクセスが可能

•構築・運営機関
•国内では700機関以上
(京大，千葉大，東北大，北大・・・)

•海外では4,000機関以上

平成 年度新任教員オリエンテーション30 42



つくばリポジトリとは

筑波大学で生み出された教育・研究成果を
永続的に蓄積・保存・公開

平成 年度新任教員オリエンテーション30 43

附属図書館

つくばリポジトリ

登録

紀要論文

学位論文

検索サービス

サーチエンジン

検索

附属図書館ポータルサイト

世
界
の
研
究
者
・
企
業
・
市
民

検索検索

筑
波
大
学
の
研
究
者

論文への
アクセス



コンテンツ登録のメリット

新たな発信チャネル

平成 年度新任教員オリエンテーション30 44

研究業績の整理・保管

アクセスの拡大



つくばリポジトリ

平成 年度新任教員オリエンテーション30 45

https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/ つくばリポジトリ



科研費改革 説明会 リポジトリ（図書館）2018 46

クリック!

利用イメージ① CiNiiから
lick



利用イメージ② Googleから

平成 年度新任教員オリエンテーション30 47

この例では、つくばリポジトリ収録論
文がトップで表示されました。



アクセス数のメール配信サービス

平成 年度新任教員オリエンテーション30 48

毎月、論文ごとのアクセス数
（閲覧回数・ダウンロード数）

をお知らせします。

閲覧回数
→論文の詳細情報（書誌情報）画

面へのアクセス
ダウンロード回数
→本文（PDF等）のダウンロード



オープンアクセス方針

・大学での教育研究成果の発信
・学術情報伝達の即時性や公開範囲の拡大

平成 年度新任教員オリエンテーション30 49

2015年11月19日
オープンアクセス方針採択



コンテンツの登録について
登録依頼方法

平成 年度新任教員オリエンテーション30 50

電子メールでお送り頂く場合
tr@tulips.tsukuba.ac.jp

ファイルをアップロードして頂く場合

ファイル形式Word, PDF, 一太郎 ... etc.
何でもOK。紙媒体も可。

登録は
簡単！

https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/ja/service/repository-uploads
つくばりリポジトリTopPage>File upload



筑波大学学術機関リポジトリに関する要項
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/sites/default/files/attach/Tulips-R-
Guidelines.pdf

•学術雑誌掲載論文
•紀要論文
•報告書(科学研究費補助金、学内プロジェクト等)
•テクニカルペーパー
•学会発表（予稿，発表資料）
•授業教材
•学位論文（博士） …など

平成 年度新任教員オリエンテーション30 51

コンテンツの登録について
登録対象

例えば・・・

筑波大学で行われた教育・研究から生まれた学術的成果



コンテンツの登録について
著作権

平成 年度新任教員オリエンテーション30 52

査読の過程と登録に利用できるファイル

査読が終了し、出版社の手が入る前のAの段階のファイル（著者最終稿）をリポジトリに登録す
ることを大多数の出版社が許可しています。
Bの段階（出版者版）を許可する出版社・学協会もあります。



お問い合わせはお気軽に

附属図書館情報企画課
リポジトリ担当
☎029-853-2470
✉voice@tulips.tsukuba.ac.jp

平成 年度新任教員オリエンテーション30 53
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