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図書館を便利に使うツール　MY Library 紹介

フジビ✖ビブリオバトルか
哲学カフェの写真を表紙に
使いたいと思います。
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図書館提示版



り網羅的でかつ包括的に行なわれ、検索結果画面から学内および学外に本文入手のため
のリンクが張られている仕組みのあることが必要です。その点、本学図書館が提供して
いる SUMS（Soka University Multi Search）は、この必要を満たす仕組みとして便宜
的で、より利用されて良いものです。
　SUMS は、図書や雑誌記事、デジタル資料といった様々な形態の情報を、自館および
オンラインの情報源から見つけ出し、入手するためのポータルシステムです。SUMS は
主要な学術出版機関から文献情報や論文フルテキストの提供を受けて作成される巨大な
学術情報統合インデックスである Primo Central を利用した検索を可能としています。
　例えば、近年学際的に話題となる ‘人新世’ あるいは ‘Anthropocene’ の検索語で、
いかなる学術分野でどのように取り扱う図書や論文等が存在するかを確かめるために、
SUMS を利用してそれぞれの語で検索すると、次のような結果が表示されます。
‘人新世’ の検索結果として 379 件の文献が表示されますが、それらの中で本文へのリン
クが張られて本文が入手できるのは、文化人類学、地質学、生物学哲学、経済等の分野
43 件で、法律学の文献は表示されていません。‘Anthropocene’ の検索結果として経済
や法律学等の社会科学分野の多くの文献も含めて 22,039 件で本文入手ができるものは
10,134 件です。例えば、Economics の語と本文入手で絞り込むと入手が可能な文献は
1,458 件です。また、Jurisprudence の語と入手可能で絞り込むと 85 件が表示されます。
ところが、Google Scholar を利用して ‘人新世’ の検索語で検索すると 2019 年以降の
条件を付しても 110 件程度の日本語文献が表示されます。 ‘Anthropocene’ の検索語で
は 2019 年以降の条件を付しても 18,800 件が表示され、Jurisprudence で絞り込むと
712 件が表示されます。Google Scholar 検索の方が英語文献でも表示数が格段に多い
と言って良いでしょう。これは、図書や論文のタイトルに ‘人新世’ や ‘Anthropocene’
を含むのみならず本文に一回でも含む文献も表示しているからなのですが、‘人新世’ や
‘Anthropocene’ がいかなる分野で話題となっているかの概要を掴み研究主題設定の参
考にするためには有用な検索結果であるかもしれません。また、Google Scholar には各
日本語や英語の文献にインターネット上に公開されている本文へのリンクが張られてい
ます。
　SUMS は、新しい観念や概念がいかなる分野でどのように取り扱われているかについ
ての概観を得るには、Google Scholar 検索に半歩遅れているようです。しかし、SUMS
が本学図書館内外の豊富な情報源を最新の情報検索技術によって学習や研究上の主題に
関する適切な情報発見と本文入手の機会を利用者に対してさらに拡充し、本学図書館の
オンライン利用を進展させうる有用なツールとしてさらに改善されていくことを願って
います。
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松田健児

創価大学附属図書館長　法学部教授　池田 秀彦

　新型コロナウィルス感染拡大防止対策は、オンラインに
よる図書館利用を促している。とりわけ、大学図書館にとっ
ては、前代未聞の閉館措置期間中を通じて、学術情報提供
の継続性を確保するためには、特に、2000 年代以降に進展しているオンライン利用を
拡充させることが重要であることが明らかになっています。
　多くの大学図書館においては、感染拡大防止対策として必要とされるために、現在も、
入館利用が開館日、開館時間や館内滞在人数等について制限を設けざるを得ない状況が
続いています。したがって、大半の大学図書館にとって、オンライン利用の促進と拡充
を図ることが喫緊の課題となっていると見て差し支えないでしょう。
　創価大学図書館は、図書の宅配貸出サービスを継続するとともに、オンライン利用の
促進として、「創価大学図書館データベース」に学外ネットワークから VPN 接続を通
じて利用できるサービスを通学課程の学生及び大学スタッフに対して提供しています。
主なデータベースには、辞書（Japan Knowledge、ブリタニカオンライン、Oxford 
English Dictionary）、新聞・報道（ヨミダス歴史館（読売新聞）、日経テレコン、Press 
Reader、Lexis Advance）、雑誌・論文、電子ジャーナル（CiNii、日経 BP 記事検索サー
ビス、Scopus）、電子ブック（Maruzen eBook Library、eBook Collection（EBSCOhost）、
KinoDen、ProQuest Ebook Centrarl）、法情報（LEX/DB インターネット、West Law 
NEXT、Hein-On-Line、LEXIS Library）、企業情報（SPEEDA、東洋経済デジタルコン
テンツライブラリー、eol）、統計情報（Passport、政府統計の総合窓口）等があります。
　これらのデータベースの利用により、学習や研究上の主題に関連する検索が、データ
ベースの範囲内に限定されるものの、カード式検索が行なわれていた 1990 年代頃迄と
は比較にならないほどに瞬時的かつ包括的に可能となっています。関連資料の入手は、
紙媒体であれ、デジタル媒体であれ、はるかに容易となっています。しかしながら、学
習や研究に必要な資料の入手の成否は、利用するデータベースに関する知識、適切な検
索語の設定等の問題があり、専門的な知識や技能が必要となることも多いため、創価大
学図書館では、オンライン利用の促進のために、これらの問題について相談に応じるレ
ファレンスを電子メールやウェブから受け付けています。
　ところで、学習者や研究者が、それらの主題にとって確度の高い適切な情報を本文も
含めて可能な限り迅速に入手するためには、学術情報検索が主題に関連してできうる限

図書館利用の
オンライン化の進展

教授法学部



「My Library」を利用することで、借りている本の返却期限日を伸ばしたり、図書館に
ない資料のリクエストを行うことができます。

〇貸出・予約状況
　　　　
〇希望資料申請

〇新着図書通知登録

〇貸出履歴

〇雑誌検索

〇メールアドレス変更

〇宅配貸出宛先確認・変更

〇訪問利用申請

現在貸出中の資料の確認や更新手続き。予約資料の確認ができます。

図書館に所蔵が無い資料を『購入依頼』『複写申請』『貸借依頼』のいずれかの方法
で利用するための申請ができます。

希望する分野を登録することで、毎週金曜日に入ってくる新着図書から該当する図
書の入荷案内がメールで届きます。

これまでに借りた図書の一覧を見ることができます。

創価大学内の図書館にある冊子体の雑誌や、電子ジャーナルを検索することができ
ます。

図書館からのお知らせを受けるメールアドレスを設定できます。

宅配貸し出しの送り先の住所の確認・変更ができます。

他機関の図書館などを利用する際に必要な訪問利用申請をすることができます。
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MyLibrary にログインしたまま
資料の検索ができます。

図書館を便利に使うツール　MY Library 紹介
借りている図書の返却期限日の更新や、図書館で借りた本の管理や図書館に所蔵の
ない資料を取り寄せたりなど、図書館を便利に利用するためのツールとして「My 
Library」があります。ぜひ MyLibrary を利用して資料集めをしてください。

≪ My Library の入り方≫
図書館 Web サイトの「MyLibrary」を
クリック。
⇒学籍番号とパスワードを入力してログイ
ンする。

①
①検索窓

④お知らせ

②
③

④

③図書館利用状況
申請資料の案内や延滞本の有無
など、図書館からあなたへのお
知らせが届きます。

②メニュー欄
ここから各種サービスの申請
や、利用できる機能を選びま
す。（右ページで紹介）

購入依頼や複写依頼の申請状況
を確認することができます。

各種サービスの申請・設定変更などはここから！

MyLibrary メニュー
各種サービスの申請・設定変更などはここから！

MyLibrary メニュー

『ほっ TOSHOKAN』も check ！
図書館のニュースレター『ほっ TOSHOKAN』
の 2020 年度２号に MyLiibrary の詳しい利用法
が掲載されています。こちらもぜひ読んでみて
ください。

図書館 TOP ページ
⇒『図書館について』
⇒『図書館刊行物』
⇒『ニュースレター「ほっ TOSHOKAN」』

http://lib.soka.ac.jp/about/4.3.4.html



〒 192-8577　東京都八王子市丹木町 1-236〒 192-8577　東京都八王子市丹木町 1-236
http://lib.soka.ac.jphttp://lib.soka.ac.jp

図書館掲示板TOSHOKAN KEIJIBAN
書庫利用講習会を再開しました。　(10 月末日現在 )

2 週間貸出者：学部生・短大生7 月 17 日（水）～ 9 月 2 日（月）

　長らく休止となっていた「書庫利用講習会」を再開しました。
　本学の学生の皆さんは、事前にこの講習会を受講し入庫資格者登録を済ませることで入庫資格を取
得することができます。中央図書館には約 100 万冊の資料がありますが、そのうちの約７割近い資料
が書庫に収まっています。創立者からご寄贈いただいた書籍からなる「池田文庫」も書庫内にあります。
貴重な資料もたくさんありますので、ぜひ書庫利用講習会を受けて書庫の中を探索してみてください。

【開催日】
11 月 2 日～ 12 月 11 日までの月・水・金。
1 日 ① 9:15 ～ 10:15, ② 11:00 ～ 12:00, ③ 13:20 ～ 14:20, ④ 15:00 ～ 16:00　の４回。
　　　　　　　　　　※ 11 月 20 日のみ② 11：00 ～ 12：00 の回はありません。
各回定員：3 名
所要時間：60 分
申込資格：本学所属学生

　書庫利用講習会は予約制となっています。ご希望の方は図書館 Web サイト TOP ページから「各種
講習会・予約申請申込」に入っていただき、希望する日時の回を予約してください。皆様のご参加を
お待ちしています！

『大学ランキング 2021』（朝日新聞出版）の大学図書館ランキングにて全国の国公私立大学 755 校中、
創価大学が９位にランクインしました！このような素晴らしい結果をいただけたのも、日ごろから図
書館を利用してくださっている皆様に支えられてのことです。
これからも創価大学図書館は , 建学の精神に基づき、研究・学習に励む利用者のために真に役立つ機関
として利用していただけるよう、最高のサービスを提供することに全力を尽くします。

書庫利用講習会日程表

※こちらは書庫利用講習
会の日程表です。開館カ
レンダーではありません。
図書館の開館日程につい
ては図書館 Web サイトで
ご確認ください。

入庫講習会のご予約はこちらから。

「各種講習会・予約申請申込」

http://sul.soka.ac.jp/CARIN/
CARINTRAININGSESSION.HTM


