
国立国会図書館関西館
利用ガイダンス

-アジア関係資料の探し方-

令和2年10月9日（金）

国立国会図書館関西館

アジア情報課



本日のガイダンスのねらい

• 関西館アジア情報室にどんな資料があるか知る

• 資料の探し方を知る

• 利用できるサービスを知る
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⇒ガイダンス後、利用してみてください！



本日の内容
1. 国立国会図書館について

◦ 関西館アジア情報室

2. 来館せずに利用できるサービス
◦ 国立国会図書館オンライン

◦ 遠隔複写

◦ 国立国会図書館デジタルコレクション

◦ 電子資料

◦ お近くの図書館への資料貸出

◦ リサーチ・ナビ
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1.国立国会図書館について
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・国内唯一の国立図書館

・国内の出版物を網羅的に収集
（納本制度）

・外国資料も選択して収集

・国内最大の蔵書数



関西館 （京都府精華町）

主要な日本語の図書・雑誌
アジア言語資料
外国雑誌、科学技術資料

東京本館 （千代田区永田町）
国内刊行物・欧米図書

国際子ども図書館 （上野公園）
児童書・教科書

1.国立国会図書館について
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英語名称 National Diet Library = NDL



1.国立国会図書館について
－アジア情報室

◦ アジア諸国の資料を提供

◦ 豊富な中国語資料
◦ 図書 約37万冊

◦ 雑誌 約2,000タイトル(継続中のタイトル数)
◦ 新聞 78タイトル(継続中のタイトル数)

◦ データベース
◦ CNKI(中国の雑誌・新聞)・KISS(韓国の雑誌)等
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中国語：

約37万冊

朝鮮語：

約5万冊

その他アジア諸言語：
約4.7万冊

アジア言語の図書冊数
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検索 閲覧 遠隔複写

図書 ○ △※2 ○ ※1

雑誌・新聞 ○ × ○ ※1

電子ジャーナルの一部 △ × ○ ※1

リサーチ・ナビ ○ ○ -

※1 複写したい資料や複写箇所が決まっていれば、自宅へ郵送する
遠隔複写サービスを申し込めます。

※2 お近くの図書館への資料貸出。大学図書館などにご相談ください。

2.来館せずに利用できるサービス
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自宅からは資料の検索、遠隔複写
申込みができます。

2.来館せずに利用できるサービス
－国立国会図書館オンライン

https://ndlonline.ndl.go.jp/

検索エンジンで「ndlオンライン」
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国立国会図書館オンライン
－基本的な使い方：詳細検索

資料種別で
の絞り込み
＊初期設定
では全選択

タイトル、
著者名、
出版社名
等での検索

キーワード検索

雑誌・新聞
の検索→
出版年を
入力しない
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国立国会図書館オンライン
－基本的な使い方：検索結果一覧



目次の種類
デジタル化資料の目次

雑誌記事索引（雑誌の目次）

内容細目（全集などの各作品タイトル）

職員が選定した資料の目次

「すべて」を選択

↓

「キーワード」欄でまとめて検索！

ノイズが多ければ、検索結果を絞り込む。
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国立国会図書館オンライン
－目次の検索



完全一致検索
「／」（全角）を入力語の前後につけると、
完全一致検索ができます。
例)「／世界／」で検索→「世界」という資料だけを検
索。

部分一致検索
「*」を文字の代わりとして使って、部分一致検索がで
きます。
例) ND2* → ND2、ND21、ND216 などを検索。

フレーズ検索
「“」で挟むと、スペースを含む検索ができます。
例)「"journal of science"」で検索→「journal of 
science」を含む資料を検索。

国立国会図書館オンライン
－検索のコツ（1）



言語を指定した検索

異体字検索

日本漢字、簡体字、繁体字のいずれを入力しても検索可能

例）伝説、デンセツ、chuan shuo ⇒传说・傳說 いずれもヒット

※ただし、以下のような一部の漢字は別字として認識される

例）「中国歴史学年鑑」では「中国历史学年鉴」がヒットしない
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「本文の言語コード」を中国語（chi）にする
と、中国語資料のみを対象に
検索できる

誌≠志 繫≠係≠系 製≠制 歴=歷≠暦=历 複≠復=复 機≠机

国立国会図書館オンライン
－検索のコツ（2）



国立国会図書館オンラインを使い、資料を検索

・1989年出版の『史記』第6巻

＜ヒント＞

・「史記」をタイトルに含む資料は、たくさんあります。ならば…
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演習問題
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NDLオンライン
で複写したい図
書または記事を
選択し、
「遠隔複写」を
クリックします。

2.来館せずに利用できるサービス
－遠隔複写を申し込む①



複写箇所が特定できるように記事名、ページ等を入力します。
※資料種別が「記事」の場合、最初から入力された状態で
表示されます。
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必要事項を入力

申込カートに
追加

2.来館せずに利用できるサービス
－遠隔複写を申し込む②
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申込カートに入れた後、複数の資料をまとめて申込みできます。
※館内or館外に応じて、申込みできるサービスが異なります。

例：閲覧は館内のみ、遠隔複写は館外のみ
※カートへはいつでも追加できます。

2.来館せずに利用できるサービス
－遠隔複写を申し込む③



18

申込カートから「申込手続きに進む」をクリックします。

2.来館せずに利用できるサービス
－遠隔複写を申し込む④

通常は5開館日程度で発送

現在は3週間ほど必要（一時的）
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NDLオンラインの検索結果一覧

デジタルコレクションにリ
ンク

国立国会図書館オンラインから
デジタルコレクションへ



当館所蔵資料のデジタルデータやオンライン資料約275万件を
収録

著作権法の範囲内で遠隔複写の申込みができる（有料）

日本語資料がほとんどだが、漢籍も一部収録
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インターネット公開 図書館送信 NDL館内限定
55万点 150万点 71万点

国立国会図書館デジタルコレクション



インターネット公開：インターネットで閲覧可
（著作権保護期間満了の資料など）
図書館送信資料：参加館で閲覧可（絶版図書など）
国立国会図書館内限定：当館内のみ閲覧可

各資料の公開範囲は
ここで確認できる
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国立国会図書館デジタルコレクション
－公開範囲
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DB名 収録対象 言語 遠隔複写

CNKI 中国の学術雑誌・主要な新聞 中 雑誌は○

人民日報オンライン版 創刊号以降の『人民日報』 中 ×

大成老旧期刊全文数拠庫 晩清～1949年までの中国雑誌 中 ×

文淵閣四庫全書オンライン版 「文淵閣四庫全書」（清代の叢書） 中 ×

KISS 韓国の学術雑誌 朝 ○

DBpia 韓国の学術雑誌 朝 ○

EBSCOhost、
ProQuestなど

欧文雑誌、欧文新聞… 英 一部○※

※大半は来館での利用を想定しているが、一部は来館しなくても遠隔複写で利用可能
※個人の登録利用者の場合は申込可（大学図書館等からは申込不可）

電子資料（有料データベース）
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図書館間貸出しサービス
• 当館資料の一部は公共図書館や大学図書館に
取寄せできます。
※雑誌、新聞、貴重書等は取寄せできません。

• 貸出期間は、往復の配送に要する日数を含め
1カ月です。

• 図書館外に持ち出すことはできません。

お申込については、お近くの図書館でご相談ください

2.来館せずに利用できるサービス
－お近くの図書館への資料貸出し



当館職員が見つけた調べものに役立つ情報源を、
特定のテーマや資料群別に紹介しています
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アジア関係の調べものはリサーチ・ナビ内
「アジア諸国の情報をさがす」へ！

https://rnavi.ndl.go.jp/asia/index.php

2.来館せずに利用できるサービス
－リサーチ・ナビ https://rnavi.ndl.go.jp/
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全部で約150種類！

2.来館せずに利用できるサービス
－アジア情報の調べ方案内



https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asialinks.php
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アジア各国の情報を掲載するウェブサイトを
国・地域別、機関別、テーマ別に探せるリンク集

2.来館せずに利用できるサービス
－AsiaLinks-アジア関係リンク集-



目的
紙媒体の資料では追いつかないリアルタイムの
アジア情報をインターネットを通じて提供する

信頼性が高いウェブ情報へのゲートウェイとなる

メリット
機関別、国・地域別、分野別に探せる

約8,100件ものサイトを収録。中国関連リンクは、
全サイトを年に1回確認

日本語で外国語のサイトを探すことができる

カテゴリー別リンク集で調査の漏れを防ぐ
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2.来館せずに利用できるサービス
－AsiaLinks-アジア関係リンク集-
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2.来館せずに利用できるサービス
－AsiaLinks-アジア関係リンク集-

サイトの言語が分かる



最後に

アジアに関する調べもので困ったときは…

京都女子大学図書館に相談

0774-98-1390 （アジア情報室電話レ
ファレンス）に相談

ご清聴ありがとうございました。
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自宅からは資料の検索、遠隔複写申込みができます。

（付録）
2.来館せずに利用できるサービス

－国立国会図書館オンライン



資料種別での絞
り込み ＊初期設
定では全選択
タイトル、著者名
や出版社名での
検索
＊雑誌・新聞の
検索時には出版
年を入力しない

キーワード検索
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（付録）
国立国会図書館オンライン

－基本的な使い方：詳細検索



32

（付録）
国立国会図書館オンライン

－基本的な使い方：検索結果一覧



目次の種類
デジタル化資料の目次

雑誌記事索引（雑誌の目次）

内容細目（全集などの各作品タイトル）

職員が選定した資料の目次

「すべて」を選択し、「キーワード」欄でまとめて検索！

ノイズが多ければ、検索結果をファセットで絞り込む。
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（付録）
国立国会図書館オンライン

－目次の検索
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NDLオンラインで複写したい図書または記事を選択し、
「遠隔複写」をクリックします。

（付録）
2.来館せずに利用できるサービス

－遠隔複写を申し込む①



複写箇所が特定できるように記事名、ページ等を入力します。
※資料種別が「記事」の場合、最初から入力された状態で
表示されます。
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必要事項を入力

申込カートに追加

（付録）
2.来館せずに利用できるサービス

－遠隔複写を申し込む②
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申込カートに入れた後、複数の資料をまとめて申込みできます。
※館内or館外に応じて、申込みできるサービスが異なります。

例：閲覧は館内のみ、遠隔複写は館外のみ
※カートへはいつでも追加できます。

（付録）
2.来館せずに利用できるサービス

－遠隔複写を申し込む③
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申込カートから「申込手続きに進む」をクリックします。

（付録）
2.来館せずに利用できるサービス

－遠隔複写を申し込む④


