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図書館を使いこなそう

第 17 回

「本をリクエストしてみよう」

『ラポール』は、人間同士
（学生＆教職員＆地域住民＆県民）
のつながりを意味します
Rapport：フランス語で、関係・関連・類似点
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トリゾウ

図書館の魅力的なサービス
青森県立保健大学

乗鞍

栄養学科助教

敏夫

大学での勉強は、授業で教えてもらう知識や実習で教えてもらう技術だけでなく、自
分で調べた知識を増やす事がとても大切です。
保健大学の図書館には、専門書籍だけでなく、専門的な学術論文（研究成果の報告書
のようなもの）が沢山あります。そして、保健大学で購入していない学術論文は、世界
中の図書館からコピーを取り寄せてくれるという図書館のサービスがあります（コピー
代金と郵便料金は必要ですが、とても親切に対応して頂けると思います）。
こんなサービスがあるなんて！と図書館の魅力にメロメロとなったあなたは、とても
変わった（素敵な）学生さんだと思います。おそらく、多くの学生さんには、それ程魅
力を感じないかもしれません。しかし、卒業論文を執筆する時や、最新の研究情報を調
べたい時には、とても役立つ図書館のサービスなのです。じゃあ、３、４年生になって
から・・・という”あなた”も、以下に紹介しています①の Google 検索だけでも参考に
してみて下さい。レポート作成時にも役に立つのではないか？と思います。そして、少
数派かもしれない”素敵な”学生さんに、少しでも役立つことを信じて、②の google
scholar をご紹介したいと思います。そして、図書館の魅力あるサービスを、どんどん
活用してみてはいがかでしょうか？
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① Google 検索を利用したファイルタイプ検索
検索したい語句を入力した後、filetype:pdf と指定してみて下さい。PDF ファイルに
絞り込んだ検索結果が表示されます。PDF ファイル内で検索語句に移動するには、Ctrl
と F を同時に押すと、検索ウインドが表示されます。
例外はもちろんありますが、PDF ファイルには一般的なサイトよりも情報の発信元
が明らかな≒(営利目的ではない場合、少しは信憑性の高い)情報が多い傾向があります。
騙されたと思って一度トライしてみて下さい。
② Google Scholar を利用した検索
Google Scholar は学術情報に特化した検索サイトです。通常の google 検索では、ネ
ット上のあらゆるドキュメントを検索対象としているが、Google scholar は検索対象を
学術論文、学位論文（卒業論文など）、書籍、学会の抄録（学会発表をする時の要旨）
などの学術情報に絞っていることが特徴であり、日本語でも利用可能です。
Google Scholar では、ある文献がどの論文に引用されているのか？を調べることが
できます。例えば、あなたが学術論文 A に対して興味を持った場合で考えてみましょ
う！
これまでも、学術論文 A に関連する研究（学術論文Ａよりも前に行われた研究）は、
学術論文Ａに引用されていれば、過去の研究状況を把握することはできました。しかし、
学術論文 A に関連した研究がその後どのように進展したのか？を、調べることは時間
がかかる作業でした。しかし、google scholar で検索すると、学術論文 A を引用した（参
考にした）学術論文を一覧で検索することができます。これらの論文を図書館に複写依
頼をすれば、学術論文 A に関連した最近の研究動向を調べることができます。さらに、
google scholar は PubMed（米国立医学図書館が無料で提供している世界最大級の医学
系の学術論文検索サイト）とは異なり、学術論文の抄録＝abstract（この論文の見どこ
ろを短くまとめた文章）中の語句からだけでなく、学術論文中の全ての単語を検索対象
としている事が特徴です。
今回ご紹介した学術情報の検索方法は、世の中の情報収集方法のごく一部をご紹介
したに過ぎません。たとえば、PubMed の便利な使い方は、図書館にある本にとても詳
しく説明されていますので、興味を持った人は是非とも参考にして下さい。また、皆さ
んの周りには便利なモノ・方法などの情報が沢山あると思います。恥ずかしがらずに、
自分が知っている便利情報を話し合えば、びっくりするような便利な明日が待っている
かも知れません。
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特集：ブックハンティング

ブックハンティング

ブックハンティングとは、
「図書館にあったらい
いな」と思う本を、書店で学生さんに直接選んでい
ただくという企画です。今回が初めての試みで、4
学科 6 名の参加があり、10 月中旬から 11 月中旬に
成田本店しんまち店で実施しました。
ブックハンティングに参加した感想などと一緒
に、選ばれた本をご紹介いたします。

ブックハンティングに行って、少し考えた。
あり、子供のころは割と頻繁に行っていたよう
に思います。
もちろん、もっと近いサンロードにもナリホ
ンはあったのですが、当時サンロードは出来た
ばかりで本も種類が少なくて(今は大分ましに
なりましたが)、何か探しに行くとしたら新町
の方でした。
amazon.com 以降の今となっては，本を探し
に行くということ自体が無くなって久しいの
ですが、その昔昭和 40～50 年代は基本的に本
屋さん頼りでした。そのころは、ナリホンに行
けば何かいいものがある、そんな気持ちでし
た。
なんでそんなに本を探していたのかと言え
ば、当時は携帯電話など無く、持ち運べる娯楽
理学療法学科 4 年

鎌田 良郎

と言えば文庫本だったから。そういえばみんな
が Walk Man で音楽を持ち歩くようになった
のも昭和 50 年代の終わりごろからだったか
ら、本当に文庫本の一択。他には何もなかった。
今にして思えば値段も安かった。薄いやつだと
文庫本一冊 80 円からあったように記憶してま

ブックハンティングということで、新町のナ
リホン(成田本店)行ってきました。
私は南中だったのでナリホンは学区内でも

す。もちろん新品でね。
そう、Book off もほんだらけもなかったんで
す。単独店の古本屋もあったかもしれないけ
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ど、今みたいに大々的じゃなかった。だからみ

唯一充実していたのが、創価学会と幸福の科

んな、本屋に面白い本を探しに行った。仲間内

学のコーナー。店員さんに「なんでコーナーま

で流行ってる作家の本、小松左京だったり、筒

「新町店とサンロー
で作って?」って聞いたら、

井康隆だったり、ロバート・A・ハインライン

ド店はこういうのが良く売れているので」との

だったり(ハヤカワ文庫は高価だったけども)、

こと。要するに、お客さんがそうだからこうな

そういうのを見つけてきて読んでました。

った、そういうことらしいです。ここ、ポイン
トです。

学校を出て就職すると、今度はコンピュータ
ーとかネットワークとか電子商取引の仕組み

もし、どこかよその大きな街に行って本屋に

についての本とか、マーケティングだのマネジ

行く機会があったら、青森と比べてみて下さ

メントだの、なんだかんだ仕事に関係した本を

い。もしかしたらその街はここよりましかも知

読んだり、流行りものの翻訳ミステリを読んだ

れません。あるいは青森と変わらないかもしれ

りとか。そのうち気がつくと、あんまりみんな

ません。でも、他所と比べてみるっていいこと

本を読まないでネットで済ます社会になって

ですよ。
この土地の「あたりまえ」は、ほかに行くと

ましたね。世の中変わりました。
最近になって青森に帰ってきたら、うーん、

「へんなこと」かもしれません。それは長所で

本屋に置いてある本のラインナップに、なにや

あるかもしれないし、とても素晴らしい個性な

ら違和感。自宅から 3 分のナリホン・サンロー

のかもしれないけど、比べないとわかんないで

ド店に今でもよく行くのですが、なんというか

す。

amazon のランキングに載ってるような本、特

なんかとりとめのない文章ですが、このたび

にビジネス書系は皆無ですね。新町まで行って

ブックハンティングに参加して、こういったこ

も大差なし。情報としてはネット上で同条件の

とをいろいろ考えました。

はずが、本屋に行くと違うんです。
『男を磨く女、女
を磨く男』

YOSHIO
KAMADA
Selection
『だから片づかな

川北義則
PHP 研究所

159||Ka94

『愛と友情のボ
ストン：車いすから
起こす新しい風』
山崎泰広
藤原書店

916||Y48

い。なのに時間が

『パンツを脱ぐ勇
気： 世界一“熱い”

『東京考現学図
鑑』

ない。：「だらしない

ハーバード MBA 留

自分」を変える 7 つ

学記』

今和次郎、吉田謙吉著
泉麻人編著

のステップ』
マリリン・ポール
ダイヤモンド社

児玉教仁

学研パブリッシング

159||P28
『人間関係が「し
んどい！」と思っ
たら読む本』

ダイヤモンド社

382.136||I99

916||Ko18
『 日本人はなぜ世
界から尊敬され続
けるのか：魏志倭

心屋仁之助

人伝、ドラッカー

中経出版

も！2000 年前から

498.39||Ko44

外国が絶賛』
黄文雄

『世界を変えた
10 冊の本』
池上彰
文藝春秋

019.9||I33

徳間書店

361.42||Ko95
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理学療法学科

3年

川西 章文

「さて、川西君」
「なんですか」
「『ブックハンティングに参加して』っていう
お題目でなんか書くことになってるんだが」
「いやです。そういう面倒くさいのは書きたく
ないです」
「だよね」
「ですよ」
「そもそも本読んだりとかはしないの」
「いや読みますよ」
「どんなの」
「歴史ものとか」
「どんな歴史もの」
「三国志演義とか、水滸伝とか」
「横山光輝の漫画のやつ」
「いえ、ちゃんとオリジナルの翻訳」
「え一、すごいじゃん。でも、なんでそんなの
読むようになったの」
「いや、うちは父親がそういう歴史ものとか好
きで持ってて」
「ふ一ん、だけど日本のじゃなくて三国志なの
はなぜ」
「弟が三国志のゲームやってて、ちょっと興味
をもって」
「そうなんだ」

AKIFUMI
KAWANISHI
Selection

『スティーブ・ジ
ョブズ「超」仕
事力』
竹内一正
日本実業出版社

335.13||Ta67

『スティーブ・ジョ
ブズ驚異のプレ
ゼ ン： 人 々 を 惹 き
つける 18 の法則』
カーマイン・ガロ
日経 BP 社

336.49||G17
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「あと、日本の歴史ものだと、特定の人につい

「電車乗らないもんね」

てだけの人物伝みたいで、それより三国志とか

「んで、今回どんな本選んだの」

の方が面白いんですよ」

「これですけど」

「人数やたら多いけどね」

「ふ一ん…」

「まあ最初は混乱しますけど」

「これとか、父親が買ってたので」

「でも本なんていつ読むの?」

「スティーブジョブスか」

「通学とかスポーツクラブの往き帰りに駅や

「こういうの読むと自分に力がつくかなとか

電車の中で」

って」

「そっか、電車生活だったんだ」

「なんかサラリーマンぽいね」

「毎朝6:00起きで6:45の電車に乗ってました」

「はは」

「遠かったの?」

「自分でも買ったりするの」

「いや距離的にはそんなでもないけど、乗り継

「いや、買わないですね」

ぎが複雑で」

「でも、能力はつけたいんだ」

「たいへんだ」

「そうですね」

「定期4種類持って通ってました」

「で、今本読んでるんだっけ」

「電車の乗り継ぎで時間が合わなかったりと

「いえ、全然」

かもあるしね。」

「全然かよ」

「まあ、結構読めました」

「いや本当に全然」

「今は」

「まあ、正直なのはいいことだな」

「何がですか」

「ありがとうございます」

「今は本読めてるの」

「正直すぎる」

「いや、こっちに来てからは読んでないです
ね」
『思考体力を鍛え
る：東大人気教授が
教える』

『人生を最高に楽
しむために 20 代
で使ってはいけな

西成活裕

い 100 の言葉』

あさ出版

千田琢哉

141.5||N85

かんき出版

159||Se58

『「はやぶさ」式思
考法：日本を復活さ
せる 24 の提言』

『心を整える。：

川口淳一郎
飛鳥新社

慣』

538.9||Ka92

『なぜ、この人に
部下は従うの
か： 「人を動かす」
心理法則 48』
渋谷昌三
東洋経済新報社

336.3||Sh23

勝利をたぐり寄 せ
るための 56 の習
長谷部誠
幻冬舎

783.47||H35
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MOEKO SAITO
Selection

スピッツ
幻冬舎

ル』

栄養学科 ３年

ロックンロー

萌子

『旅の途中』

齋藤

『東京、音楽、

764.7||Su75

志村正彦
ロッキング・オン

767.8||Sh56

今回、ブックハンティングに参加してみて、
自分の読みたい本をたくさん選ぶことができ
てとても楽しかったです。絶対に却下されるだ
ろうと思っていた本も入れていただけたので、
『もしもし下北
沢』
よしもとばなな
毎日新聞社

『ジュージュ
ー』
よしもとばなな
文藝春秋

913.6||Y91

とても感謝しています。
私は、普段あまり図書館を利用しませんが、
自分の選んだ本が置いてあるということで、こ
れからもっと図書館を利用したくなりました。

913.6||Y91

保健大の図書館というと専門的な本が多くあ
りますが、それ以外の分野の本ももっとこれか
ら増えていくとうれしいなと思います。私が選
んだ本は6冊ですが、どれも面白い本だと思う
ので、ぜひ手に取っていただけたらと思いま
す。(よしもとばななさんの作品を2冊選んでし
『はげましては
げまされて： 93
歳正造じいちゃ
ん 56 年間のまん
が絵日記』
竹浪正造
廣済堂出版

289.1||Ta64

『村上レシピ』
台所でよむ村上春樹
の会
飛鳥新社

498.5||D15

まったので、違う作家の作品を選べばよかった
と少し後悔してますが。)
ちなみに今回のブックハンティングで入れ
ていただいたフジファブリック志村正彦著「東
京、音楽、ロックンロール」は私の愛読書にな
りました。
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「ランウェイ」である。この本は雑誌に紹介さ
れていて、ファッションのバイヤーについての
話である。この本はずっと欲しいと思っていた
が、値段は高いし、何回も読まない本を自分で
買いたいと思えなかった。また、部屋が狭いの
で部屋に本がたくさんたまってしまうのも嫌
だった。そんなとき、ブックハンティングにつ
栄養学科 ３年

佐々木

いて知った。ブックハンティングに参加して本

彩乃

を選んだらお金がかからないし、図書館に所蔵
してもらえるので自分の部屋に置かなくても
いい。なので、ブックハンティングは私のよう

ブックハンティングに参加して、久しぶりに

な人にとってとてもいい活動だと思った。ブッ

本屋を1周することができた。私は普段本屋に

クハンティングに参加すると、自分で選んだ本

行くとき、雑誌コーナーにしかいかないので、

が貸し出しを始める前に予約図書として先に

どこにどんな本があるのかよくわからなく、欲

貸し出ししてもらえる。読みたい本を一足先に

しい本を探すのにとても時間がかかった。本屋

貸してもらえたときはとてもうれしかった。い

の中を1周すると、読んでみたい本がたくさん

つも雑誌しか見ない私に本を読む機会を与え

あった。雑誌に紹介されていて読んでみたいと

てくれた。

思っていた本や今話題の気になる本が並んで

私が読みたかった本は図書館に所蔵されて

いた。本を選ぶとき、欲しい本がたくさんあっ

いなかった。読んでみたい本があるけれど図書

たがどの本が図書館に所蔵されているかわか

館に所蔵されていないということもあるので、

らなくて、どの本を選んでいいかとても迷っ

図書館を利用しないという人もいるだろう。ブ

た。結局、欲しい本と気になる本を予算の範囲

ックハンティングのような活動があれば、読み

でたくさん選んだ。

たい本が図書館に所蔵されるので、図書館に行

私が一番読んでみたいと思って選んだ本は

く人が増えると思う。今後、ブックハンティン
グが行われるのなら、また参加したいと思っ

AYANO SASAKI Selection

た。

『ランウェイ』

『断捨離：新片

幸田真音
集英社

づけ術「片づけ」

913.6||Ko16

る。』
やましたひでこ
マガジンハウス

で、人生が変わ

597.5||Y44
『絶対零度：特殊
犯罪潜入捜査』

『通学途中： 君と
僕の部屋』

酒井雅秋・浜田秀哉脚本
白石まみノベライズ
扶桑社
扶桑社文庫

みゆ
集英社
ピンキー文庫

913.6||Sh82

『 Paradise Kiss
映画ノベライズ』
佐藤操著
矢沢あい原作
坂東賢治脚本
竹書房
竹書房文庫

913.6||Sa85
『八日目の蝉』
角田光代
中央公論新社

913.6||Ka28

913.6||Mi91
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社会福祉学科 3 年

田仲

瑞穂

大学図書館に置きたい書籍を学生が直接選
ぶことができるということで、楽しみながら参
加することができました。その中で感じたこと
を挙げます。
・図書館内に既にある著者の作品は避け、偏り
なく選んだつもりですが、図書館内にどの作
家の本があるのか、事前にもう少し見ておけ
ばよかったです。
・たくさんの本を買うなら文庫の方が安いです
が、やはり新刊のハードカバーの本を買い
たいと思うので、迷ってしまいました。
・成田本店内で扱っていない本で、欲しいもの
があった場合は注文してもよかったのでし
ょうか（今回は選びませんでしたが）。

MIZUHO TANAKA Selection
『人もいない春』

『鴨川ホルモー』

西村賢太
角川書店

万城目学
角川文庫

913.6||N84

913.6||Ma34

(C)角川書店

(C)角川書店

『漱石先生の事
件簿：猫の巻』
柳広司
角川文庫

913.6||Y52
(C)角川書店

『舟を編む』

『東京観光』

『下町ロケット』

三浦しをん
光文社

中島京子
集英社

池井戸潤

913.6||Mi67

913.6||N34

913.6||I33

『こちらあみ子』

『小さいおうち』

今村夏子

中島京子

筑摩書房

文藝春秋

913.6||I44

913.6||N32

小学館

『スロウハイツの
神様』上・下
辻村深月
講談社
講談社文庫

913.6||Ts44||1
～2
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特集：ブックハンティング

・ブックハンディングの取り扱いは成田本店内の

今回はいろんな作家の書籍を購入したので、図

２階でしたが、小説系は１階にあったので、少

書館を訪れた人がこれらの本に触れて、さらにそ

し混乱してしまいました。１階の店員さんはブ

の作家の他の作品を読みたい思うことで希望図

ックハンティングの存在をご存知なかったよ

書の依頼が増えればよいと考えています。私がま

うです。成田本店内で周知されていないため、

だ読んでいない本を今回は選びましたが、すでに

あまり対応がスムーズでなかったことが心残

読んだ中で図書館に置きたい本もたくさんあり

りです。

ます。今後はそちらも希望図書に加えたいと考え

・これは関係ないことかも知れませんが…たくさ
んの本をもって移動するので、ブックハンディ

ます。
保健大学では専門書を読むことはあっても、小

ングの学生には成田本店側でカゴなどを貸し

説を読むことは少ないかと思います。また、購買

出してくれればと思います。

で十分な数の書籍を扱っているわけでもありま

・ブックハンディングで成田本店を訪れる学生の

せん。レポートや専門書を探すのみならず、本そ

選ぶ本がかぶってしまうことも予想されます。

のものを楽しめる場として、図書館が充実してい

他の学生が何を選んだのか、事前に分かればな

けばいいな、と考えます。

お良いかと思います。
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特集：ブックハンティング
『ペンギン・ハイウ
ェイ』
森見登美彦
角川書店

913.6||Mo54

『人生がときめ
く片づけの魔
法』

『しゃばけ』

近藤麻理恵
サンマーク出版

913.6||H41

畠中恵
新潮社

597.5||Ko73

(C)角川書店
この作品は 2011 年本屋大賞の 3 位を受賞し
た作品です！また、森見登美彦さんは、2007
年「夜は短し歩けよ乙女」で、山本周五郎賞も
受賞している、ベストセラー作家であり、この
「ペンギン・ハイウェイ」は彼の最近の話題作
です。
小学四年生のぼくが住む郊外の町に突然ペ
ンギンたちが現れた。この事件に歯科医院の
お姉さんの不思議な力が関わっていることを
知ったぼくは、その謎を研究することにした。
未知と出会うことの驚きに満ちた長編小説。

110 万部を突破したといわれる本作品。書店
のランキングに入っており、この本を手に取
りました。

シリーズの軸となる第１作目の「しゃばけ」。こ
の１作のみ長編小説、２作目以降は短編にな
っています。一度手に取ってみてください。

目次より
第１章 片づけても、片づけても、片づかな
いのはなぜ？
第２章 まずは「捨てる」を終わらせる
第３章 「モノ別」に片づけるとこんなにうまく
いく
第４章 人生がキラキラ輝く
「ときめき収納レッスン」
第５章 人生がドラマチックに変わる片づけ
の魔法

とぼけた味わいで選考会場も、大笑い！ 愉
快で摩訶不思議な妖怪人情推理帖！

MAYUMI
KOITA
Selection

看護学科

江戸の大店の若だんな一太郎は、一粒種で両
親に溺愛されているが、めっぽう身体が弱い。
そんな彼を、身の周りにいる犬神や白沢といっ
た妖（あやかし）たちがいつも守っている。ある
夜、一太郎は人殺しを目撃してしまう。妖の助
けを借りて下手人探しに乗り出すものの……。
「洒落っ気いっぱい、近来の出色」と大好評の
受賞作！

1年

小板 眞由美

『雲の果て』

『風の歌を聴け』

『人生の地図』

村山由佳
集英社

村上春樹
講談社

高橋歩編著
A-Works

913.6||Mu62

913.6||Mu43

159||Ta33

友人から紹介され、書店で手に取った村山由
佳さんの作品「雲の果て」。本作品は村山由佳
のハートフル・ラブストーリー、新展開の
Second Season、第 5 巻です。

この作品は「１Q84」や「ノルウェイの森」など
数多くの有名作品を生み出した村上春樹の
デビュー作であり、群像新人文学賞を受賞し
た作品です。

急展開！！ 勝利、オーストラリアの大地
へ！！
大学を休学しオーストラリアに渡った勝利は、
アポリジニの研究者・秀人さんの手伝いをする
が、働きすぎて倒れてしまう。そんな折、かれ
んの弟・丈からの手紙が届いた…。

この新人の作品は、近来の収穫である。こ
れまでわが国の若者の文学では、「20 歳（と
か、17 歳）の周囲」というような作品がたび
たび書かれてきたが、そのようなものとして
読んでみれば、出色である。乾いた軽快な
感じの底に、内面に向ける眼があり、主人
公はそういう眼をすぐに外にむけてノンシャ
ランな態度を取ってみせる。そこのところを
厭味にならずに伝えているのは、したたかな
芸である。しかし、ただ芸だけではなく、そこ
には作者の芯のある人間性も加わってきて
いるようにおもえる。そこを私は評価する。
──吉行淳之介

発売後、あらゆる書店でベストセラーランキン
グに入り、８年経った今でも、どの書店でも見
かけるロングセラーになっている作品です。
人生は旅だ。自分だけの地図を描こう。
たった 1 度の人生。限られた時間の中で、自由
に、自分の好きなように、人生という名の旅を
楽しむために･･･。「自分を知る」ということをテ
ーマに、インスピレーション溢れる言葉と写真
を詰め込んだ、高橋歩、渾身の作品。

＊このページで紹介している本のあらすじは、
各出版社に許可を得て、HＰから転載させてい
ただいたものです。
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シリーズ第 17 回 「図書館を使いこなそう」

本をリクエストしてみよう
読みたい本が図書館に無い場合はリクエストをすることができます。
学習や研究に必要な本、話題になった小説などをリクエストして、知識を深めたり、読書の輪を広
げてみませんか。

あの本が読みたいな。
よ～し、図書館でリクエストしちゃおう!!

～本をリクエストしてから手元に届くまでの流れ～
（

マークがついているところは利用者の作業部分になります。）

図書館ＨＰから「利用者ログイン」をクリックしてログインＩＤとパスワードを入力してログインします。
↓
「希望資料申請」でリクエストしたい本のタイトルや著者名など必要事項を入力します。
↓
入力し終わったら「申請」ボタンをクリックして終了です。申込から数日間は、必ず「希望資料申請」
画面で「再確認」と表示されていないか確認してください。
↓
リクエストを受け付けたら、図書を購入するかどうか検討します。
↓
本を購入します。（約 2 週間～4 週間かかります。）
↓
本が届き、貸出準備ができましたらメールでお知らせします。
↓
カウンターで貸出して、本を受け取ることができます。
＜リクエストできない資料＞雑誌、新聞、視聴覚資料、コミック、すでに図書館に所蔵されている本
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実際にリクエストしてみよう!!
①「学内ＷＷＷサーバー」から「図書館ホームページ」をクリックします。
②「図書館ホームページ」の画面中央、または画面右側にある利用者ログインをクリックします。

③「利用者ログイン」の画面が表示されますので、ログインＩＤとパスワードを入力してください。
ログインＩＤ：学籍番号
パスワード：設定したパスワード（パスワードがわからない方は図書館カウンターへ学生証を持参
し、初期化の手続きをしてください）

※初めてログインする場合は、パスワードの変更が求められます。
画面に従って新しいパスワードの設定をしてください。

学籍番号
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④「利用者サービス（Ｍｙ Library）」の左側にあるメニューの中から希望資料申請をクリックしま
す。

○○
○○
○○

○利用者サービス画面での注意事項○
ＩＥのツールバーは使用しないでください!!
（二重登録などのエラー原因となります）
必ず戻る時は[戻る（Ｂ）]、終了する時は[終了（Ｘ）]をそれぞれクリックしてください。

⑤「希望資料申請」の画面で購入依頼をクリックします。
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⑥購入依頼したい本のデータを入力してください。
項目名の後に（※）印がついている箇所は必ず入力してください。

「費用コード」は図書館運営費を選択してください。
⑦全ての項目を入力したことを確認したら申請をクリックします。
「実行していいですか？」と表示されるのでＯＫをクリックします。
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⑧この画面が出たら希望資料申請終了です。

⑨依頼終了後、依頼したデータは「希望資料申請」の画面で確認することができます。

また、申込内容についての問い合わせは「利用者サービス（Ｍｙ Library）」で行います。
申し込みから数日間は、必ず「Ｍｙ Library」にログインして「再確認」と表示されていないか確認し
てください。
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「再確認」と表示されていたら、依頼データをクリックして赤字のメッセージを確認し、次のうちどち
らかの処理を行ってください。

このアイコンをクリックすると、
依頼データが表示されます。

１．リクエストを再申し込みする場合
→返事をメモ欄に入力して、申請ボタンを
クリックしてください。
２．リクエストをキャンセルする場合
→連絡事項欄に「キャンセル」と入力し、
取消ボタンをクリックしてください。

リクエストした本が到着し、貸出準備ができましたらメールでお知らせいたします。
* 通常、購入には2週間～4週間ほどかかります。
* 利用者サービス（Ｍｙ Library）では到着状況を調べることはできません。
* メール到着後、2週間以内に図書館カウンターへ受け取りに来てください。
何かわからないことがありましたら、お気軽に図書館までお問い合わせください。

Rapport

no.17

18

図書館広報キャラクターを紹介します。
社会福祉学科の成田悠介さん・福士悠輔さん・牧野祥諒さんの
アイディアをもとに2011年３月に誕生しました。
名前は「トリゾウ」です。
今後、図書館の広報活動に活躍予定です。

青森県立保健大学附属図書館だより ラポール
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