
 

 

  

東京農業大学図書館 

OPAC検索ガイド 
OPACとは︖ 
OPAC(Online Public Access Catalogue)とは、コンピュータで検索する図書館の所蔵目録
データベースのことです。 これを利⽤することにより、東京農業大学図書館が所蔵する、図書・雑
誌・AV資料など、目的の資料が図書館のどの場所にあるのか、さらにその資料の貸出状況などを
調べることができます。 
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1-図書を探す 

図書の基本的な探し⽅ 
図書館・学術情報センターのホームページを開く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書誌詳細・所蔵⼀覧へ 

キーワードを入力して、検索！ 

「食育」というキーワードで検索を行います. 

7

❶【蔵書検索】 

タイトル、著者名、件

名、出版者などの項目を

検索します。 

キーワードを入力して検

索ボタンをクリック。 

※ヒット件数が多くなる

ことがあるので注意が必

要。 

【詳細検索】については

⑧へ。 

 

❷【書誌検索結果一覧】 

検索結果一覧が表示さ

れ、検索したキーワード

が黄色く強調されます。

見たい資料のタイトルを

クリックすることで、所

蔵情報が表示されます。 

②ａ【絞り込み検索】 

「資料種別/所蔵館/著者

/出版者」等で絞り込み

を行うことができます。 

図書を探す 

❶ 

⑧ 

『子どもと食：食育を超える』を 

クリック！ 

❷ ②a 
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検索結果の⾒⽅ 
書誌詳細・所蔵⼀覧が表⽰されます 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

[サイドバーは、テキ

ストの重要なポイント

を強調したり、スケジ

ュールなどの情報を追

加して簡単に参照でき

るようにしたりするの

に便利です。 

これらは通常、ページ

の左側、右側、上部、

または下部に配置され

ますが、ドラッグして

好きな位置に簡単に動

かせます。 

内容を追加する準備が

できたら、ここをクリ

ックして入力を始めま

しょう。] 

図書を探す 

！注意！ 

所蔵館が世田谷でも、 

【教員研究室】の資料は 

図書館にはありません 

研究室に所蔵している

資料です. 

[サイドバーは、テキ

ストの重要なポイント

を強調したり、スケジ

ュールなどの情報を追

加して簡単に参照でき

るようにしたりするの

に便利です。 

これらは通常、ページ

の左側、右側、上部、

または下部に配置され

ますが、ドラッグして

好きな位置に簡単に動

かせます。 

内容を追加する準備が

できたら、ここをクリ

ックして入力を始めま

しょう。] 

 

❸【書誌詳細】 

書名、著者名、出版年、

出版者などの情報を記載

しています。 

 

❹【所蔵一覧】 

該当資料の所蔵場所や状

態に関する情報が表示さ

れます。 

④ａ【所蔵館】 

所蔵キャンパス（世田

谷・厚木）が表示されま

す。世田谷に所蔵のない

厚木の資料は取り寄せを

行うこともできます。 

④ｂ【配置場所】 

資料の置いてある場所を

表しています。クリック

すると、館内ＭＡＰが表

示されます。 

④ｃ【資料ＩＤ】 

図書館において資料を個

別化するために付けられ

た番号（12桁）。タイトル

等での判別が難しい場合

に判断材料となります。 

④ｄ【請求記号】 

図書の背ラベルの表示内

容で、分類・著者記号・

巻冊番号からなる記号。 

④ｅ【状態】 

・空 欄…書架にあり 

・貸出中…他の利用者に

貸出中 

・予約棚…予約者の貸出

待ち状態 

・配送中…資料がキャン

パス間を移動

している状態 

・禁帯出…貸出不可資料 

❸ 

❹ 

請求票の印刷へ 

④a ④b ④c ④d ④e 

❺【資料請求票】 

請求票のタブをクリックす

ると所蔵情報の書かれたレ

シートを印刷できます。 

本を探すときは、タイトル

を確認し、請求記号と配置

場所をみて探します。 

➎ 

この例では 

【配置場所】 

4C和書／自然科学 

【請求記号】493.983/N62 

つまり 

４階Cの書架に請求記号

順に並んでいます※1 

※1 資料の並び⽅については 

別紙︓【図書・雑誌の並び⽅】へ 
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配置場所が⾃動書庫の場合 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

※検索・印刷が終わった後は、画⾯を閉じてください。 

❶【自動書庫】 

書架に並びきらない一部

の資料を、地下の自動書

庫に格納しています。配

置場所が自動書庫となっ

ているものについては、

３階メインカウンターに

て取り出しを行いますの

で、請求票に必要事項を

記入してメインカウンタ

ーへ申請してください。 

取り出しには１冊あたり

１０分程度時間がかかり

ます。１時間経っても受

け取りに来ない場合は書

庫へと戻します。 

❷【館内利用】（学部） 

請求記号の頭がアルファ

ベットで始まるものは、

基本的に学部生への館外

貸出ができないもので

す。館内利用のみ可。 

※Ｌ（大型本）は貸出可 

❸【出版年】 

自動書庫に格納されてい

る資料の多くは発行年の

古いものになります。出

納の前に出版年を確認し

てください。 

自動書庫 

❶ ❷ 

❸ 

請求票の印刷へ 
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2-製本雑誌を探す 

雑誌の基本的な探し⽅ 

 
 

 

【検索結果⼀覧】から該当の資料をクリック 

 

❶【資料種別】 

資料種別で雑誌を選択す

る。 

❷【書誌詳細】 

書名、著者名、出版年、

出版者などの情報を記載

しています。 

②ａ【巻号・年月次】 

所蔵している雑誌の巻号

の範囲と、それに対応す

る年次を表示していま

す。 

②ｂ【購読状況】 

受入継続中…購読中 

空 欄 …受入中止 

❸【所蔵一覧】 

同じ雑誌でも出版年によ

って、館内での置き場所

が異なります。年月次と

配置場所を確認してくだ

さい。 

③ａ【巻号絞込】 

所蔵一覧件数が多い時、

巻号・年月次を入力して

結果を絞りこむことがで

きます。 

雑誌を探す 

❶ 

タイトル「水と土」で検索！ 

❷ 

②a ②ｂ 

❸ ！注意！ 

巻号“15”が欠号となっている。

記載のないものは、図書館に

所蔵がないものです。 ③a 
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詳細検索 

様々な条件を組み合わせて、より絞り込んだ検索を⾏うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶【資料種別】 

資料の種類を限定して検

索することができます。 

※視聴覚資料（AV資料）は図

書扱いです。 

❷【所蔵館】 

世田谷、厚木を限定して

検索することができます。 

※オホーツクキャンパスの所

蔵は、オホーツク学術情報セ

ンターＨＰより検索を行って

ください。 

❸【配置場所】 

所蔵館をチェックするこ

とで、配置場所の指定が

行えます。 

❹【キーワード】 

タイトル、著者名、件

名、出版者などの項目を

検索します。ヒット件数

が多くなることがあります。 

❺【タイトル】 

資料の書名（雑誌名）、シ

リーズ名、副題、それら

に含まれる単語を入力。 

❻【著者名】 

資料の著者・翻訳者・編

者などの姓名を入力。 

❼【出版者】 

資料の出版を企画・実践

した団体、個人。 

例）岩波書店 新潮社 

東京農業大学出版会 

❽【出版年】 

資料が出版された年。 

❾【ＩＳＢＮ/ＩＳＳＮ】 

ISBN（図書）、ISSN(雑誌)

を個別化するために付け

られた番号。 

❿【言語コード】 

資料に記述された言語を

アルファベットのコード

で表したもの。 

詳細検索 

❿ 

❶ 

❷ 

❹ 

➎ 

➏ 

➑ 

➐ 

➒ 

❸ 

⓫【資料ＩＤ】 

図書館において資料を個別

化するために付けられた番

号。（１２桁） 

⓬【表示順】【表示件数】 

検索時にソート順、件数を

指定することで、結果一覧

の表示を変えることができ

ます。 

⓫ 

⓬ 
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