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Welcome to
Academic 

Information 
Center 

りゅうがくせい

がく じゅつ じょう ほう

ならじょしだいがく がくじゅつじょうほう ふぞく としょかん
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※ 情報基盤センターの受付時間：平日9：00-17：00
Opening hours for Information Technology Center : 9:00-17:00(Weekdays)

※ グローバルコモンズ, 学習ブース, ITコモンズの利用時間は閉館時間の
30分前までです Global Commons・Learning Booth・IT Commons can be 
used up to 30 minutes before closing time.

かいかん じかん

開館時間 Opening hours
2

月~金
Weekdays

土

Sat.
日

Sun.

授業期間中
Semester

9:00
～21:00

10:00
～17:00

13:00
～17:00

休業期間中
summer & spring 
vacation period

9:00
～17:00

10:00
～17:00 Closed

じゅぎょう きかんちゅう

きゅうぎょう きかんちゅう

げつ きん ど にち

じょうほうきばん うけつけ じかん へいじつ

がくしゅう りようじかん へいかんじかん

ぷんまえ



かしだし .

貸出 Borrow ①3

①特定
貸出期間

Lending Period 貸出冊数
Number of 
Materials図書

Books
雑誌

Journals

学部学生
Undergraduate 

students

1ヶ月
1 month 3日

3 days

10冊まで
10 books

20冊まで
20 books

大学院生
Graduate students

1ヶ月
1 month

がくぶ がくせい

だいがくいんせい

かしだしさっすう

かしだしきかん

としょ ざっし

かげつ

かげつ

さつ

さつ

か



かしだし .

貸出 Borrow ②4

雑誌・付属資料のある図書: サービスデスクで
Check out journals and materials with supplementary CD-ROM 

or booklet at Service Desk

ふぞくしりょうざっし

図書: 自動貸出機で
Check out books by the automatic book circulation machine.

＊返却期限の延⾧ Renew the due date

返却期限日までに学術情報センターホームページ

「利用状況一覧（Your Library Record）」から手続き （→p7）
または、返却期限日までにサービスデスクへ持ってきてください
Apply through the web site or at the service desk by the due date

としょ じどうかしだしき

へんきゃく きげん えんちょう

へんきゃくきげんび がくじゅつじょうほう

としょ

りようじょうきょういちらん てつづ

へんきゃくきげんび も



へんきゃく

返却 Return 5

閉館時 When closed
返本口へ

Return to the book post

かいかんじ

へいかんじ

へんぽんぐち

返本口は入口の
右側にあります!

The book post is on the 
right side of the 

entrance

返本口は入口の
右側にあります!

The book post is on the 
right side of the 

entrance

開館時 During library hours
サービスデスクへ

Return to the Service Desk

へんぽんぐち いりぐち

みぎがわ



ならじょ じょうほうきばん たず

・How to search  library materials
・How to use Databases 
・How to order the Inter Library Loan 
Service

あんない

カウンター案内 Service Guide
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しりょう さが かた

・資料の探し方

・データベースの利用について

・相互利用サービスについての質問

など

りよう

そうごりよう しつもん

サービスデスク 窓口①

Service Desk ①

・About NWU student terminals  & 
printer

・Application for group study room
and other facility

・自習用パソコンやプリンターについて

・グループ学習室など

館内設備の予約 など

じしゅうよう

がくしゅうしつ

かんないせつび よやく

サービスデスク 窓口②
Service Desk ②

まどぐち

まどぐち

★奈良女IDやメール、ネットワークについては情報基盤センターにお尋ねください
Please ask to Information Technology Center about User ID, Mail and network.



がくじゅつじょうほう

学術情報センターホームページ
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https://www.nara-wu.ac.jp/aic/

Academic Information Center Homepage

貸出状況の確認や返却期限延⾧ができます
かしだしじょうきょう かくにん へんきゃくきげんえんちょう



ぞうしょ けんさく .

蔵書検索
Search for materials inside our campus

8

奈良女子大学にある資料は、
OPAC（Online Public Access Catalog）で検索
You can search materials  with OPAC !

ならじょしだいがく しりょう

けんさく

キーワード(Keyword)やタイトル(Title)、著者名(Authors)などを入力
ちょしゃめい



ぞうしょ けんさく としょ .

蔵書検索(OPAC) 図書①
Search for Books ①
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タイトルをクリックすると、詳細画面へ
Click for detailed result.

しょぞう けんさく けっか いちらん

しょうさいがめん

所蔵検索結果一覧 Result List



ぞうしょ けんさく としょ .

蔵書検索(OPAC) 図書②
Search for Books ②10

しょし しょうさい

せいきゅうきごう

請求記号(Call Number)

資料の背ラベルの数字・記号
図書の配置と分野をあらわす
indicate Location and Subject of the item.と あ

書誌詳細 Detailed Result

部局 Library or faculty room

「学情」はセンターにある資料
学部の図書室や研究室の資料もあります
わからないときは、サービスデスクへ

配置場所

貸出中（Loaned out）の場合は返却期限日
（due date）と予約(reserve)ボタンが出る

ぶきょく

よやく で

かしだしちゅう ばあい へんきゃくきげんび

がくじょう しりょう

がくぶ としょしつ けんきゅうしつ しりょう

しりょう せ すうじ きごう

はいち ばしょ

としょ はいち ぶんや



よやく もう こ なが

予約申し込み の流れ
Book Reservation11

奈良女IDとパスワードでログイン
Type your user ID & Password.

We will notify you when the item become available.

貸出中の資料のみ
予約ボタンが出ます
“Reserve” button is
appeared only for 
checked out materials

かしだしちゅう しりょう

電話番号がなければ入力
Phone No. is necessary.

よやく で

ならじょ

でんわばんごう にゅうりょく



ぞうしょ けんさく ざっし .

蔵書検索(OPAC) 雑誌①
Search for Journals①
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詳細検索(Advanced Search): タイトル,著者名などで探す

Search for items by a specific search field.

SerialsにCheck

Titleを入力
にゅうりょく

しょうさいけんさく ちょしゃめい さが



ぞうしょ けんさく ざっし .

蔵書検索(OPAC) 雑誌②
Search for Journals②
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Alignment sequence of Basement Stacks
(Back numbers of Japanese Journals ) : Japanese alphabetical order   

紀要:大学の名前(機関名)の50音順 Institutional Bulletins : by institution name

その他の日本語の雑誌:タイトルの50音順 Other Japanese journals : by journal title

Volume(巻号)

ほしいVol. No.(巻号)があるかどうか、
必ずcheck!

Accession continuing(受入継続中)：

これからも新しい号が入ってきます

かんごう

かんごう

かなら

うけいれけいぞくちゅう

た にほんご ざっし おんじゅん

きよう だいがく なまえ きかんめい おんじゅん

あたら ごう



はいち ばしょ

配置場所に
じどう しょこ ひょうじ

「自動書庫」と表示されたら…
The materials in automatic stacks
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★自動書庫に入っている資料

洋図書、洋雑誌、奈良女子高等師範学校時代の図書、

目録、 旧版の参考図書

western books / back issues of foreign journals 
books of Nara Women's Higher Normal School 
bibliography / reference books(old edition)

よう としょ よう ざっし なら じょし こうとう しはん がっこう じだい としょ

じ ど う し ょ こ はい しりょう

ぞうしょけんさく もう こ

蔵書検索(OPAC) から申し込み！
Apply from OPAC！

もくろく きゅうはん さんこう としょ



じどう しょこ しりょう もう こ

自動書庫資料の申し込み①
How to request the materials in automatic stacks①15

奈良女IDとパスワードでログイン
Type your user ID & Password.

雑誌の場合 Journals

巻号範囲:ほしい巻号が入っている範囲にチェック
Select the volume unit includes what you need

対象資料:ほしい巻号を入力 Fill in Vol./No.

ならじょ

ざっし ばあい

かんごうはんい かんごう はい はんい

たいしょうしりょう かんごう にゅうりょく
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・受付時間:開館時間～午前 12 時、午後 1 時～閉館 30 分前まで
Service time : from opening hours to 12.a.m.

from 1.p.m. to half an hour before closing
・取り出した資料はサービスデスクの右側のブックトラックに置きます。

取り置き期間:当日中
The material is stored on the book track on the right sight of  service desk.

・申し込みは学内ネットワークにつながった端末から
Check out button is available on-campus network.

取り出した資料
はこちら

もう こ がくない たんまつ

うけつけじかん かいかんじかん ごぜん じ ごご じ へいかん ふんまえ

と だ しりょう みぎがわ お

と お きかん とうじつちゅう

と だ しりょう

しりょう お
貸出手続きは

サービスデスク窓口①または自動貸出機で

かしだしてつづ

まどぐち じどう かしだし き

と だ しりょう



・文献複写依頼 Inter Library  Copy Request

雑誌論文や図書の一部分のコピーを取り寄せる

・現物貸借依頼 Inter Library Loan Request

他大学などが所蔵している図書を取り寄せる

しりょう と よ

資料の取り寄せサービスについて
Ordering from other libraries

他の図書館から資料を取り寄せることができます。
You can order document copies and Books from other university 

library or institutions. 
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げんぶつ たいしゃく いらい

ぶんけん ふくしゃ いらい

ほか としょかん しりょう と よ

ただいがく しょぞう としょ と よ

ざっしろんぶん としょ いちぶぶん と よ

奈良女子大学で資料が見つからなかったとき
If you can’t find the material  in NWU campus.

ならじょしだいがく しりょう み



＊自習用パソコン・メールアドレスも奈良女IDで利用できます。
You can use  NWU student terminals and NWU mail by User ID.

＊パスワードはセキュリティ確保のため、早めに変更してください

Please change Password as soon as possible for your security.

奈良女IDは情報基盤センターで申請ができます。

持っていない場合は早めに申し込みましょう。
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‣貸出状況の確認(Check your usage situation)
‣ホームページからの返却期限日の延⾧(Renewing)
‣Webからの予約申込み(Book reservation)
‣リクエスト図書の申込み(Book purchase request)
‣文献複写・現物貸借依頼(Inter library copy & loan service)
‣学外からのデータベースリモートアクセス(Remote access to databases)

etc..

ならじょ

奈良女IDについて User ID

かくほ はや へんこう

かしだしじょうきょう かくにん

よやく もうしこ

へんきゃくきげんび えんちょう

としょ もうしこ

がくがい

ぶんけんふくしゃ げんぶつたいしゃくいらい

Web
Service

じしゅうよう ならじょ りよう

ならじょ じょうほうきばん しんせい

も ばあい はや もう こ



じょうほう けんさく

情報検索 Information Retrieval
19

ホームページの「情報検索」から情報収集に役立つ様々な
ツールを利用できます。

りよう

じょうほうけんさく じょうほうしゅうしゅう やくだ さまざま

主要データベース
への入口

目的・分野別
データベース
への入口

しゅよう

いりぐち

しゅよう

いりぐち

いりぐち

もくてき ぶんやべつ
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でんし でんし

電子ジャーナル・電子ブック
e-Journals/e-Books

げんご えら

言語を選べます

けんさく

タイトルなどで検索

でんし さいしん しょぞうじょうほう けんさく

OPACでは電子ジャーナルの最新の所蔵情報は検索できません
You can’t search up-to-date information of e-Journals by OPAC.

ぶんやべつ けんさく

分野別の検索
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でんし じゃーなる りようじょう ちゅうい

電子ジャーナルの利用上の注意
Attention to using e-Journals

つぎ こうい けいやく きんし

次のような行為は、契約で禁止されています。
いはん ばあい だいがくぜんたい りよう ていし

違反した場合、大学全体の利用が停止されることがあります。
The following actions are contractually prohibited. 
If you violate terms of use, it may be suspended access to e-Journals 
for the entire University. 

こじん けんきゅう きょういく いがい もくてき りよう

‣個人の研究・教育以外を目的とした利用
Usage for purposes other than personal academic research and education

いんさつ ろんぶん ふくせい さいはいふ

‣印刷またはダウンロードした論文の複製、再配布
Duplicating and redistributing of printed or downloaded articles
たんじかん たいりょう

‣短時間での大量ダウンロード
とく りよう

特にソフトウェアを利用したダウンロード
Downloading a large amount of materials in a short time
Especially software-assisted downloading 
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ふ め い てん

ご不明な点は

お気軽にお尋ねください
If you have any questions, 

please feel free to contact us.

き が る たず

Service Desk サービスデスク

資料の探し方について 窓口①
How to Use Materials and databases 
パソコンや施設の予約について 窓口②
How to Use PC and application for facilities

Information Technology Center 情報基盤センター

奈良女IDの発行・学内ネットワークについて
About Application for User ID・on-campus network

ならじょ はっこう がくない

しせつ よやく

しりょう さが かた まどぐち

まどぐち

じょうほうきばん


