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図書館の歩き方 文献調査・図書館ホームページガイドブック

１ 学術情報のさがし方
１-１ 二次資料について
今日では日々膨大な文献情報が発表されています。あるものは学術雑誌に掲載された雑誌記事であったり学位論文であったり、
会議資料である場合もあります。また特許情報も文献情報の一つです。すでにこれまでに発表されている文献も含めると、おびた
だしい量になります。これらの学術文献（“一次情報”などということがあります）の中から、必要な文献をより効率よく探し出すための
道具が二次資料です。
二次資料は大別して特定分野でどのような一次資料が刊行されているかを知るものと、その資料がどこにあるかを知るものとの
二つの系列があります。また補助的二次資料として、一次資料や二次資料の中で紹介される書誌事項（雑誌名、著者名など）を確
認する資料もあります。
二次資料は、かつでは冊子でしたが、現在では文献データベースが使用されています。
どのような一次資料があるかを探す

【データベース検索】

他文献からの引用

正しくはどういう資料かを知る

岡山理科大学に所蔵があるか？【蔵書検索】
所蔵なし
所蔵あり

ではそれがどこにあるかを探す

【文献複写・現物貸借】

目的の文献

- 1 -

図書館の歩き方 文献調査・図書館ホームページガイドブック

１-２ 本学で利用可能な文献データ・ベース
膨大な量で発表される学術情報やデータなどを迅速に、かつ的確に検索できるよう、図書館ではいくつかのオンライン・データ
ベースを学内 LAN 上で検索できるよう契約しています。その中から主なものをいくつか紹介します。
これらオンライン・データベースの利用は図書館ホームページの“データベース”やホームページ下部のバナーから利用すること
ができます。また、“データベース”の“その他”メニューから利用できる全データベースの一覧リストをみることができます。

【Ａ】国内データ・ベース
CiNii Research（サイニー リサーチ）

J DreamIII（ジェイ ドリーム スリー）

対象分野：全分野

対象分野：理工系

利用環境

認証方式

学内 LAN

〇

学外

×

利用環境

IP 認証

認証方式

学内 LAN

〇

学外

×

IP 認証

同時アクセス数＝無制限

同時アクセス数＝2

【概要】日本の学術論文を中心にした論文情報を提供してお

【概要】科学技術振興機構(JST)が作成した科学技術や医

り、文献の引用関係（その文献が引用している文献、その文

学・薬学関係の文献情報を手軽に検索できるようにしたデー

献を引用している文献）を表示します。雑誌所在情報へのリン

タベースサービス

クもあります。
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国立国会図書館サーチ

朝日新聞クロスサーチ

対象分野：全分野

対象分野：朝日新聞の新聞記事

利用環境

認証方式

利用環境

認証方式

学内 LAN

〇

フリー

学内 LAN

〇

学外

〇

フリー

学外

×

IP 認証

同時アクセス数＝無制限

同時アクセス数＝無制限

【概要】国立国会図書館が提供する蔵書検索・論文記事検索

【概要】朝日新聞社が提供している朝日新聞オンライン記事

などができます。従来の雑誌記事索引の機能を引き継いでい

データベースです。1984 年 8 月から当日の朝刊までの記事

ます。

を検索でき、『人物データベース』も検索できます。

理科年表プレミアム

日経ＢＰ記事検索サービス

対象分野：暦部、天文、気象、物理／化学、 地学、生物、環境

対象分野：日経 BP 社発行の雑誌記事

利用環境

認証方式

学内 LAN

〇

学外

×

利用環境

IP 認証

認証方式

学内 LAN

〇

学外

×

IP 認証

同時アクセス数＝無制限

同時アクセス数＝無制限

【概要】理工系分野の一次情報データ・ベース。理科年表の

【概要】「日経ビジネス」や「日経パソコン」をはじめとして約 40

Web 版です。

誌の雑誌に掲載された記事の検索・閲覧ができます。

化学書資料館

JGrobal[［日本化学物質辞書(日化辞)Web］

対象分野： 化学

対象分野： 化学

利用環境

認証方式

学内 LAN

〇

学外

×

利用環境

IP 認証

認証方式

学内 LAN

〇

フリー

学外

〇

フリー

同時アクセス数＝無制限

同時アクセス数＝無制限

【概要】化学便覧：基礎編／応用化学編，実験化学講座を検

【概要】有機化合物およびその混合物が約 200 万件収録され

索・閲覧できます。

ており、名称検索や構造検索ができます。日本語の名称で検
索することも可能です。
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有機化合物のスペクトルデータベース(SDBS)

AIREX

対象分野： 化学

対象分野：宇宙、航空学

利用環境

認証方式

利用環境

認証方式

学内 LAN

〇

フリー

学内 LAN

〇

フリー

学外

〇

フリー

学外

〇

フリー

同時アクセス数＝無制限

同時アクセス数＝無制限

【概要】電子衝撃法による質量スペクトル（ＥＩ－ＭＳ）、ＦＴ－Ｉ
１

Ｒ法による赤外分光スペクトル、 Ｈ核磁気共鳴（ＮＭＲ）スペ

【概要】JAXA が収集した文献および NASA が所蔵している
文献データを検索・閲覧できます。

１３

クトル、 ＣＮＭＲスペクトル、レーザーラマンスペクトル、電子
スピン共鳴スペクトル（ＥＳＲ）の６種類の異なったスペクトル情
報が含まれています。

生命科学データベース横断検索

日本地質文献データベース(GEOLIS)

対象分野： 生命科学

対象分野： 地質学

利用環境

認証方式

利用環境

認証方式

学内 LAN

〇

フリー

学内 LAN

〇

フリー

学外

〇

フリー

学外

〇

フリー

同時アクセス数＝無制限

同時アクセス数＝無制限

【概要】国内外の生命科学系データベースを一括で検索でき

【概要】産総研 地質情報基盤センター アーカイブ室の所蔵

ます。

する文献データベースです。

特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）

官報情報検索サービス

対象分野： 特許

対象分野： 法律

利用環境

認証方式

利用環境

認証方式

学内 LAN

〇

フリー

学内 LAN

〇

学外

〇

フリー

学外

×

ID/パスワード

同時アクセス数＝無制限

同時アクセス数＝1

【概要】特許・実用新案の検索、意匠検索もでき、外国特許文

【概要】官報の全文を検索・閲覧できます。収録範囲は１９４７

献も検索できる特許関連情報を調べる上で便利なデータベ

年５月３日から当日までです。

ースです。
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官報目次検索

JIS 検索

対象分野： 法律

対象分野： 工学

利用環境

認証方式

利用環境

認証方式

学内 LAN

〇

フリー

学内 LAN

〇

フリー

学外

〇

フリー

学外

〇

フリー

同時アクセス数＝無制限

同時アクセス数＝無制限

【概要】官報の１９９６年６月３日からの目次を検索できます。

【概要】JIS 規格の検索ができます。

e-Stat ： 政府統計の総合窓口

RIO-DB（総産研 研究情報公開データベース一覧）

対象分野： 統計

対象分野： 理工系

利用環境

認証方式

利用環境

認証方式

学内 LAN

〇

フリー

学内 LAN

〇

フリー

学外

〇

フリー

学外

〇

フリー

同時アクセス数＝無制限

同時アクセス数＝無制限

【概要】各省庁が作成した政府統計データを検索できます。

【概要】総産研が公開しているデータベースの一覧リスト

【B】海外データ・ベース
Web of Science（ウエッブ オブ サイエンス）

SciFinder-n（サイファインダーエヌ）

対象分野： 全分野

対象分野： 化学，生化学，応用化学，物理化学，生物学，
医学，工学，材料科学，農学等

利用環境

認証方式

学内 LAN

〇

学外

×

利用環境

IP 認証

認証方式

学内 LAN

〇

学外

×

IP 認証＋ID･パスワード

同時アクセス数＝無制限

同時アクセス数＝無制限

【概要】学術文献・引用索引データベースで、世界の主要学

【概要】文献・化学物質・有機化学反応情報を検索できます。

術雑誌約 9,300 誌から必須の研究情報を提供しています。本
学では、1993 年以降のデータについて検索可能です。
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化学構造式を作図して検索する機能もあります
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MathSciNet（マス サイ ネット）

PubMed（パブ メド）

対象分野： 数学

対象分野： 医学

利用環境

認証方式

学内 LAN

〇

学外

×

利用環境

IP 認証

認証方式

学内 LAN

〇

フリー

学外

〇

フリー

同時アクセス数＝無制限

同時アクセス数＝無制限

【概要】アメリカ数学会(American Mathematical Society)が

【概要】NLM(アメリカ国立医学図書館)が作成している医学文

提供するオンライン検索システムです。

献データベース MEDLINE の無料公開版です。MEDLINE
に登録作業中のデータも検索することができます。1966 年以
降に登録されたデータが検索できます。

ProQuest（プロクエスト）

Academic OneFile（アカデミック ワン ファイル）

対象分野： 自然科学・工学

対象分野： 全分野

利用環境

認証方式

学内 LAN

〇

学外

×

利用環境

IP 認証

認証方式

学内 LAN

〇

学外

×

IP 認証

同時アクセス数＝無制限

同時アクセス数＝無制限

【概要】検索結果の論文を閲覧できるものもあります。

【概要】検索結果の論文を閲覧できるものもあります。

グローバル人材育成データベース

Gale Lingo

対象分野：社会問題、国際問題

対象分野： 英語自習教材

利用環境

認証方式

学内 LAN

〇

学外

×

利用環境

IP 認証

認証方式

学内 LAN

〇

学外

×

IP 認証

同時アクセス数＝無制限

同時アクセス数＝無制限

【概要】論説、レファレンス記事、画像、映像、新聞記事、雑誌

【概要】グローバル人材育成データベースに含まれる英語の

記事、ラジオ報道、ウェブサイト、一時情報、統計、人物情報

自学自習のための e ラーニングシステムです。

などをまとめたデータベースです。
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Journal Citation Reports Web

INIS DB

対象分野： 雑誌のインパクトファクター

対象分野： 原子力、放射線など

利用環境

認証方式

学内 LAN

〇

学外

×

利用環境

IP 認証

認証方式

学内 LAN

〇

学外

×

IP 認証

同時アクセス数＝無制限

同時アクセス数＝無制限

【概要】雑誌のインパクトファクターを調べることができます。

【概要】原子力の平和利用に関する科学技術情 報の流通を
国際的に促進するためにスタートした情報システムです。

１-３ 資料がどこに(どこの図書館に)所蔵されているかを調べる
求める文献情報が得られた後は、それがどこに所蔵されているか調べる必要があります。以下はそのためのツールです。

・OLION ： 理大の所蔵状況を検索できます。全国の大学の所蔵状況も検索できます。（※）
・OLION-DI ： OLION の別バージョンです。CiNii Research や国立国会図書館を検索対象に含めて横断検索することもでき
ます。（※）
・岡山県図書館横断検索 ： 岡山県内の公共図書館といくつかの大学図書館の所蔵を横断検索できます。
・全国の大学図書館 ： CiNii Books にリンクしています。全国の大学の所蔵状況が検索できます。
・国立国会図書館 ： 国立国会図書館の所蔵状況が検索できます。

※ 詳しい検索方法については、OLION マニュアルを参照してください。
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１-４ 他大学図書館等からの文献複写物入手、現物貸借
理大に所蔵があれば、文献にすぐたどり着けますが、所蔵がない場合には、他大学図書館等からの文献複写物入手、現物貸借
により、論文のコピーや図書自体を取り寄せることができます。
図書館ホームページの“学外文献複写・現物貸借”から相互利用申込画面に進み、“文献複写申込”画面に必要事項を入力し、
図書館に送信して下さい。申込文献のほとんどは、１週間前後で到着しますが、まれに数週間かかる場合もあります。急ぎの文献
はカウンターに相談してください。料金は複写代と送料がかかり、数百円程度です。
公費での支払いの場合、申込者の欄には公費負担をする教員名を入力してください。（連絡先の欄に実際に文献を申し込む人
の名前を入力してください。）事前に担当教員の了解を取っておいてください。文献到着後図書館より学内便で各研究室に発送し
ますので、教員から文献を受け取ってください。（現物貸借は電話連絡後カウンターにてお渡しします。）
私費での支払いの場合、申込は本人の名前でかまいません。到着文献は現金と引換で、カウンターでお渡しします。
関連大学の倉敷芸術科学大学図書館、千葉科学大学図書館に所蔵している図書は、送料無料で借用できます。また、「岡山
県図書館間相互貸借システム」に参加しているため、岡山県内公共図書館からも送料無料で図書の借用ができますので、カウン
ターにお申し出ください。
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２ 電子ジャーナル・電子ブック
Web で閲覧できる電子ジャーナルや電子ブックが利用できます。

２-１ 電子ジャーナル＝オンラインジャーナル
雑誌記事の内容が、ネットワークを通じて提供されるものをオンラインジャーナルといいます。紙のページをめくるように、画面上
で雑誌記事等を閲覧することができます。図書館ホームページの“電子資料”から“Online Journal”を利用してください。オンライン
ジャーナルを利用される際は、利用上の注意をお読みください。
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[参考] OLION の『雑誌目録情報』からのオンラインジャーナルへのリンク
オンラインジャーナルのリストに掲載されていて、本学で利用できるオンラインジャーナルの中の個別契約タイトルは、OLION の
検索結果画面から、オンラインジャーナルにジャンプすることができます。

ここをクリックすると、該当のオンラインジャーナルサイトに
アクセスできます。

OLION による雑誌検索の詳細は『OLION Manual』を参照してください。
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２-２ 電子ブック＝e-Book
■e-Book■
本学で契約している電子書籍を PC 等から読むことができます。OLION の蔵書検索結果に e-Book があれば、リンクボタンが表
示されます。また、e-Book 専用ページでは、分野ごとのタイトルリストを表示したり、e-Book を対象にキーワード検索を行うこともで
きます。

ここをクリックすると、該当の e-Book サイトにアクセスでき

２-３ 電子図書館

ます。

■AROUS（岡山理科大学学術リポジトリ）■
2013.12 より稼働を始めたシステムです。本学で作成された学術成果（紀要論文、博士論文、学術雑誌への投稿論文など）を
PC 等から読むことが出来ます。

■化学書資料館■
「化学書資料館」は、国内で出版された化学書を統合的に検索し、閲覧することができるサイトです。サイト内には、現在、日本化
学会の編集による専門書・便覧・辞典が 116 冊、約 60,000 ページ相当の情報が集められています。今後も日本化学会の編集物
を中心に化学関連図書を追加していく予定で、化学の知識検索を幅広い領域から行えるよう国内外の出版社・学会と協力をしな
がら、信頼性の高い、論文・資料・レポート作成の出典に安心して記すことができる化学書を掲載していく予定になっています。

■理科年表プレミアム■
「理科年表プレミアム」では、大正１４年(１９２５年）の創刊から最新年度版までの膨大なデータを掲載しています。暦部、天文部、
気象部、物理／化学部、地学部、生物部、環境部の７部門にわたる広範なジャンルから約１５，０００項目におよぶ図表データに簡
単にアクセスすることができます。全ての表データがＣＳＶ形式でダウンロードでき、保存したデータは、お手持ちの表計算ソフトで
並べ替え、抽出、計算、グラフ化などさまざまな加工、編集が行え、オリジナルデータを創作することができますので、資料、レポー
ト作成などのツールとして、またデータソースのアーカイブとして大変役立つ情報サイトです。「理科年表プレミアム」は利用料金を
図書館で負担していますので、学内 LAN(OUS-NET)に接続されているＰＣであれば、Web ブラウザより利用できます。
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■日経ＢＰ記事検索サービス■
「日経ＢＰ記事検索サービス」(キジケン)は、日経ＢＰ社が発行する約４０誌の記事をＰＣからインターネット経由で検索・閲覧で
きるデータベースサービスです。経済学、情報工学、理工学、建築学、医学、薬学、芸術学等、さまざまな分野の専門誌をデジタ
ル化しているため、レポートや卒論作成時の文献資料として使用でき、また、学生の就職活動での企業分析・情報収集等に活用
できます。テキスト形式（本文のみ）またはＰＤＦ形式（記事全体・雑誌イメージそのまま）でダウンロードできます。
キーワードで検索する以外に、「複数条件で探す」、「雑誌の表紙で探す」、「会社名で探す」等もあります。基本的には、最新号
の記事データは、雑誌の発売日の１週間後にアップロードされます。また、著作権上の問題で利用に際しての注意事項や一部利
用出来ない記事があります。
トップページには、新着雑誌、一押しマガジン、人気記事ランキング、業界動向ウォッチ、地域で頑張る元気企業、注目の連載
コラム、ビジネスキーワード、パソコンスキルアップ講座（Windows、Excel、Word、インターネット＆メール、パソコン本体・周辺機
器、セキュリティ、デジタル機器、PDF・プレゼン等）が掲載されており、さまざまな用途に活用できます。
＜検索対象雑誌一覧＞
■ビジネス関連雑誌

■サービス関連雑誌

日経ビジネス

日経デザイン

日経ビジネスアソシエ

日経レストラン

日経トップリーダー

■医療関連雑誌

日経エコロジー

日経メディカル

日経エネルギー

日経メディカル Cancer Review

日経 BP ガバメントテクノロジー

日経ヘルスケア

■コンピュータ関連雑誌
日経コンピュータ

日経ドラッグインフォメーション
■トレンド、教養関連雑誌

日経情報ストラテジー

日経ヘルス

日経 SYSTEMS

日経 WOMAN

日経ソフトウエア

日経 TRENDY

日経 Linux

日経マネー

■パソコン関連雑誌
日経パソコン

日経おとなの OFF
■雑誌アーカイブ

日経 PC21

日経ソリューションビジネス

日経 PC ビギナーズ

日経マイクロデバイス

日経 WinPC

日経アドバンテージ

■ネットワーク関連雑誌

日経ビズテック

日経コミュニケーション

日経 Windows プロ

日経 NETWORK

日経インターネットソリューション

■電子/機械/科学関連雑誌

日経 IT プロフェッショナル

日経エレクトロニクス

日経 IT21

日経ものづくり

日経バイト

日経 Automotive Technology

日経 MAC

日経サイエンス

日経ネットビジネス

■建設/土木関連雑誌

日経デジタルエンジニアリング

日経アーキテクチュア

日経食品マーケット

日経コンストラクション

日経バイオビジネス

日経ホームビルダー

日経 EW
日経キッズプラス
※最新号の収録タイミングは、発行日（雑誌の
発売日）の 1 週間後となります。
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３ 図書館ホームページに掲載されたその他の情報
３-１ 図書館ホームページの概要
前節で紹介した文献情報等を検索するオンラインツールの他にも、図書館ホームページには本学図書館の利用案内に関する
情報や、外部図書館の利用案内や蔵書検索、出版に関する情報が掲載されています。
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３-２ 図書館ホームページで入手できる情報
図書館ホームページでは、主に以下の情報が入手できます。
■利用方法
本学図書館を利用するにあたっての案内や、必要な手続きを紹介しています。
■イベント記録
本学図書館で行われた講演会、小学生を対象としたイベント、県内高校生・中学生による見学・業務体験、また、関連校生徒・
学生による見学、OPAC 実習や「図書館利用案内」掲載イラスト展、ベストリーダー賞等の記録やお知らせを掲載しています。
■学外の方へ
学外の方の理大図書館の利用について、説明しています。
■図書館カレンダー
本学図書館には A1,A2 号館、C2 号館、今治図書館の 4 つの図書館があります。 [図書館カレンダー]では、各図書館の開閉
館時間や閉館日を確認することができます。
■りとにゅーす （図書館報）
「りとにゅーす」は年１回刊行される図書館報です。No. 39(1999)以降は画面上でも読むことができます。
「りとにゅーす」に掲載された「書評リスト」も掲載しています。

■りとにゅーす Stardust
図書館からの不定期発行の広報紙、「りとにゅーす Stardust」を画面上で読むことができます。
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■お知らせ
本学図書館から利用者のみなさんへのお知らせを随時掲載しています。
■ガイドブック
図書館をより上手に利用するための“図書館発行のガイドブック類”を館内で配布していますが、ここでは PDF ファイルにより自
由にダウンロードしていただくことができます。
これら“図書館発行のガイドブック類”が改訂された場合は、このページ上でのみ配布します。

■館内配置図
各図書館の館内配置図を掲載しています。“OLION（OPAC）” で検索して表示される所在をクリックすると、この館内配置図が
表示されます。
■交通案内
岡山理科大学までの交通案内図及びキャンパスマップを掲載しています。
■新着図書案内
図書館で整理した新着図書のうち図書館に備え付けられているものだけを掲載しています。また、「就職関連図書案内」も掲載し
ています。
■購読雑誌一覧 [洋雑誌] [和雑誌] [変遷情報] [分野別]
本学で購読している雑誌名が、洋雑誌はアルファベット順に、和雑誌は 50 音順にリストされています。雑誌を利用する際には、
OLION による図書館資料検索で所蔵範囲(年代)や所在を確認してください。
■新聞 (購読新聞一覧/新聞関係サイト)
図書館が購読している新聞の一覧を確認することができます。また Web 上で記事を公開している、いくつかの新聞社サイトを掲
載しています。新聞社サイトは、「プレスネット（日本新聞協会）」をクリックし、メディアリンクを選択、新聞・通信社で５０音順、または
地域別で探せます。「日本教育新聞記事検索データベース」及び「Web 日本教育新聞」については、カウンターでご相談ください。
教育学術新聞は、「教育学術オンライン」（http://www.shidaikyo.or.jp/newspaper/online/index.html）で閲覧できます。
”Medical Tribune”は医学新聞です。Medical Tribune HP(http://www.medical-tribune.co.jp)も参考にしてください。
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■他の図書館
国内/国外の図書館ホームページへのリンク集です。他機関が作成するインターネット上で公開されている全国図書館のホーム
ページリンク集や、蔵書検索システムリンク集等も利用することができます。 蔵書検索は、関連大学の図書館 OPAC 検索、
[NACSIS Webcat]、[国立国会図書館資料検索 NDL-OPAC]、｢岡山県図書館横断検索システム」を利用してください。倉敷
芸術科学大学図書館と千葉科学大学図書館所蔵の図書は送料無料で借用でき、又、岡山県内公共図書館の図書も送料無料で
借用可能です。

■岡山県相互協力協定参加図書館利用案内
本学の学生は、岡山県内の大学、短期大学及び津山工業高等専門学校図書館を、学生証の提示などの簡単な手続きで利用
することができます。ただし利用できるサービスの内容は各館で異なりますので、[注意事項]をよく読んで利用するように心がけてく
ださい。
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■出版情報
図書館の蔵書目録は、図書館に所蔵されている資料にか
ぎられます。本学図書館で所蔵していない資料も含め、現
在書店で入手できる図書の中から、図書検索することので
きる新刊情報や出版目録を利用することができます。
なお、これらの中には、ユーザーID やパスワードが必要な
ものもありますので、不明の際には図書館におたずねくださ
い。

■博物館
岡山県内、および国内/海外の主要な博物館のリンクが掲載され
ています。

■学術機関
学術機関リンク集を掲載しています。国立情報学研究所(NII)、
学協会情報発信サービス、科学技術振興機構（JST）、文部科学
省等もリンクしています。
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４ 参考文献
■小川雅彌ほか監修 ： 化学文献の調べ方 [第 4 版]

(化学同人, 1995)

[A1 号館一般 430.3/Ka]

■祝部大輔ほか ： 学術情報収集テクニック －インターネットから文献検索、整理まで－ (薬業時報社, 1995)
[A1 号館一般 490.7/Ho]
■大串夏身 ： インターネット時代の情報探索術 (青弓社, 1997)

[A1 号館一般 409.5/Og]

■千原秀昭ほか ： 化学情報 － 文献とデータへのアクセス － [第 2 版]

(東京化学同人, 1998)
[A1 号館一般 430.3/Ch]

■原田智子ほか ： 情報検索演習 (樹村房, 2006)

[A1 号館一般 409.5/Ha]

■学術情報探索マニュアル編集委員会 ： 理・工・医・薬系学生のための学術情報探索マニュアル －電子ジャーナ
ルから特許・会議録まで－ (丸善, 2006) [A1 号館一般 409.5/Ga]
■田中拓也ほか ： 理工系のネット検索術 100 －Wikipedia から Google、NASA など海外科学系サイトまで－
(ソフトバンククリエイティブ, 2007) [A1 号館一般 409.5/Ri]
■伊藤民雄 ： インターネットで文献検索(日本図書館協会, 2007) [A1 号館一般 409.58/It/０７]
■高鍬裕樹 ： デジタル情報資源の検索 [増訂版] (京都大学図書館情報学研究会, 2007)
[A1 号館一般 409.58/Ta]

■図書館利用案内(岡山理科大学図書館)
■OLION Manual ―OLION 端末利用の手引き― (岡山理科大学図書館, 2020)

図書館の利用に関することや、文献のさがし方等について不明な点がありましたら、遠慮なくお申し出ください。カウンターの図
書館員が相談に応じます。
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図書館が発行するガイドブック類
□ 『図書館利用案内』
■ 『図書館電子コンテンツ利用ガイド』
(本冊子)
□ 『OLION Manual』
これらの資料は図書館ホームページ上の“図書館発行のガイドブック類”でも、PDF ファイルにて配布して
います。改訂版が発行された場合は、図書館ホームページ上でのみ配布します。
URL は……
http://www.lib.ous.ac.jp/guidebooks.html

図書館を利用するにあたってのおねがい
● 館内では静かにしてください。
● 館内で使用した図書館資料は、もとの場所に戻しておいてください。
● 指定場所以外での飲食は禁止します。
A1 号館図書館ラウンジは「食」が可、フタ付き飲料ならどこでも「飲」は可です。
● 館内およびロビー付近は禁煙です。
● 携帯電話およびモバイル類は、マナーモードに切り替えておいてください。
また閲覧室等の静粛スペースでの通話は禁止です。
● 貴重品は必ず携帯してください。

OLION :
Okayama University of Science
LIbrary
ONline system

図書館電子コンテンツ利用ガイド
文献調査・電子コンテンツガイドブック

岡山理科大学図書館
URL

http://www.lib.ous.ac.jp
http://www.lib.ous.ac.jp/index_tel.html

(携帯端末用サイト)

〒700-0005 岡山市北区理大町 1-1
Phone

ｶｳﾝﾀｰ：(086) 256-8481 事務室：(086) 256-8483, 8625, 8482

Facsimile

(086) 256-9797

e-mail

library@lib.ous.ac.jp

