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国⽴国会図書館を使いこなす
国⽴国会図書館が提供するレファレンスに役⽴つデータベース

本⽇の研修の内容

１．研修の⽬的
２．レファレンスツールの使い⽅

①国⽴国会図書館デジタルコレクション
②リサーチ・ナビ
③国⽴国会図書館オンライン
④国⽴国会図書館サーチ

３．演習

１．研修の⽬的

国⽴国会図書館のツールのそれぞれの特性
を理解する

↓
よりよいレファレンスサービスを提供する

２.レファレンスツールの使い⽅
ＮＤＬが提供する主なデータベース

都道府県立・政令指定
都市立図書館の所蔵
資料

他の機関の各種のデ
ジタル情報

etc.

各種データベース
の統合検索

調べるものの
参考情報

国立国会図書館の
デジタル化資料

国立国会図書館で
利用できる資料

適したDBを選択することが大切

①国⽴国会図書館デジタルコレクション

国⽴国会図書館が収集・保存した
デジタル資料とその⽬次を

検索・閲覧できるデータベース
http://dl.ndl.go.jp/

インターネット公開資料を⾒たい場合
デジタル化した資料の⽬次を検索したい場合

①国⽴国会図書館デジタルコレクション
収録範囲

・NDL蔵書のうち、デジタル化された古典籍資
料、図書、雑誌、脚本、官報、博⼠論⽂、憲政
資料、占領関係資料
※国⽴国会図書館オンラインで検索し、検索結果から
デジタルコレクションに遷移することができます。

・歴史的⾳盤アーカイブ推進協議会（HiRAC）が
デジタル化したSP盤等の⾳源
・NPO法⼈科学映像館を⽀える会がデジタル化し
た科学映像、記録映像
・NDLが収集したインターネット上の刊⾏物
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図書館送信資料

図書館向けデジタル化
資料送信サービス参加
館と国⽴国会図書館の
館内で閲覧できるもの

インターネット公開

著作権処理を⾏い、
インターネットで公開
しているもの

国⽴国会図書館内
限定
国⽴国会図書館の館内
でのみ閲覧できるもの
（検索はどこからでも
可）

①国⽴国会図書館デジタルコレクション
公開範囲

①国⽴国会図書館デジタルコレクション
資料提供状況
インターネット公開資
料は53万点
(当館デジタル化資料全
体の約20%)
デジタル化資料送信
サービス（※）に参加
すると、202万点
(約76％)が利⽤可能

53万点

149万点

64万点

NDL館内限定 インターネット公開

図書館送信

①国⽴国会図書館デジタルコレクション
提供点数

※平成29年6⽉現在※それぞれの数値は概数のため、合計が合わない箇所がある

資料種別 インター
ネット公開 図書館送信 NDL

館内限定 合計

図書 概ね昭和43年までに
受け⼊れた図書 35万点 55万点 7万点 97万点

雑誌 概ね平成12年までに
発⾏された雑誌 1万点 80万点 47万点 128万点

古典籍 貴重書・準貴重書、
江⼾期以前の和漢書等 7万点 2万点 － 9万点

博⼠論⽂ 平成3〜12年度に送付
を受けた論⽂ 1万点 12万点 1万点 14万点

その他
官報、憲政資料、
⽇本占領関係資料、
歴史的⾳源等

8.1万点 － 9.4万点 16.5万点

合計 53万点 149万点 64万点 266万点

①国⽴国会図書館デジタルコレクション
検索
簡易検索ボックス

詳細検索画⾯

公開範囲のチェックボックス

コレクション選択のプルダウン

⽬次がテキスト化されており、検索可能
（館内限定公開のものも⽬次はインターネットで検索可能）

クリックすると、書誌情報・画像へ

①国⽴国会図書館デジタルコレクション
検索結果

左側の項目で絞り込みが可能
・公開範囲
・コレクション種別
・NDC分類
・出版年

（無印）インターネット公開

国⽴国会図書館／図書館送信限定

国⽴国会図書館限定

①国⽴国会図書館デジタルコレクション
公開範囲の⾒分け⽅
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①国⽴国会図書館デジタルコレクション
書誌情報・画像

インターネット
公開資料は画像が表⽰

ネット⾮公開でも
⽬次情報を確認可能

書誌情報、
巻号・⽬次情報などの
切り替え Ｑ明治時代の世界地図を⾒たい。

【ポイント】
• 明治・⼤正期の資料の多くはデジタル化をしてイ
ンターネット公開している

•すぐに画像を⾒たい場合は、「インターネット公
開」資料に絞り込んで検索

国⽴国会図書館デジタルコレクション
を使ってみましょう①

Ｑ『現代の図書館』に掲載されている
「児童のための図書館奉仕」という記
事を読みたい。
【ポイント】

• 明治期〜2000年までに発⾏
された雑誌の多くがデジタル化済み

• ⽬次情報はテキスト化され、検索できる
• NDL-OPACの雑誌記事索引では検索できない記
事名も⾒つかる可能性がある

国⽴国会図書館デジタルコレクション
を使ってみましょう②

検索や複写箇所
の特定に活用で

きます

②リサーチ・ナビ

調べものに有⽤な資料、ウェブサイト、
データベース、関係機関情報を、特定の
テーマ、資料群別に検索できるサイト

http://rnavi.ndl.go.jp/

資料が特定できていない場合
調べ⽅を調べたい場合

②リサーチ・ナビ
トップ画⾯

データベース
の検索調べ⽅を調べる

キーワード検索

②リサーチ・ナビ
検索結果

絞り込みポイント
検索結果は５つのタブに
分かれて表⽰
「すべて」「調べ⽅」「本」
「キーワード」「百科事典」

検索結果の個々の情報には、
どのデータベースからの
検索結果なのかが表⽰
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②リサーチ・ナビ
調べ⽅案内
調べものに役⽴つ資料や
調べ⽅のノウハウを、テーマや特徴ある
資料群ごとに紹介
現在、約1,340件。随時追加、更新

たとえば・・・

産業情報ガイド
政治・法律・⾏政 関連サイト集
訓令・通達・通知の調べ⽅
無料記事検索サービス

・
タブの上段に表⽰
調べ⽅

②リサーチ・ナビ
テーマ別データベース

「参考図書紹介」
参考図書(辞書、⽬録など)の書誌情報や内容を紹介。

「⽬次データベース 」
参考図書・論⽂集・資料集・楽譜などの「⽬次」を収録。
※国⽴国会図書館オンラインでも検索できます。

「企業・団体リスト情報 」
経済、社会、教育分野の企業・団体等のリスト（会社名
鑑、学校⼀覧など）を含んでいる資料を紹介。

・
タブの下段に表⽰

本

さまざまなテーマ・分野ごとに作成された
データベース群

②リサーチ・ナビ
テーマ別データベース ・

タブの下段に表⽰
本

「近代⽇本軍事関係⽂献⽬録 」
戊⾠戦争から第２次世界⼤戦までの、⽇本が関わった戦争に関
係する⽂献情報（戦史・部隊史や戦争体験記など）を検索。

「科学技術論⽂誌・会議録データベース 」
国内の科学技術関係の学術論⽂誌等をキーワード検索や分類⼀
覧から探すことができる。会議録情報も検索可能。

「近現代⽇本政治関係⼈物⽂献⽬録 」
明治期以降、政治の分野で活躍した⽇本⼈に関する⽂献につい
て、⼈物名から関連⽂献を検索できる。

「⽇本⼈名情報索引（⼈⽂分野）データベース」
⽇本⼈の⼈名情報（略歴等）を収録する⼈名辞典などを、書誌
や収録内容のキーワードから検索可能。

Ｑ明治時代の博⼠号取得者の⼀覧を
探したい。

【ポイント】
• 国⽴国会図書館の所蔵資料だけでなく、イン
ターネットの情報源も紹介している

• 「探し⽅がわからない」「OPAC等で検索してみ
ても⾒当たらない」というときに、調べ⽅の指
針やヒントを得ることができる

リサーチ・ナビを使ってみましょう①

Ｑ東京駅を設計した建築家 ⾠野
⾦吾についての情報を調べたい。

【ポイント】
• 本の著者、タイトルだけでなく、⼀部の書籍
については⽬次情報や事典の項⽬も調べるこ
とができる。

リサーチ・ナビを使ってみましょう② ③国⽴国会図書館オンライン
正式名称：国⽴国会図書館検索・申込オンラインサービス

国⽴国会図書館の蔵書や電⼦ジャーナルを
検索できるデータベース

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

平成30年1⽉5⽇
NDL-OPACからリニューアルしました！
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③国⽴国会図書館オンライン

特徴
 NDLで利⽤できる資料（所蔵資料、デジタルコレクション、電⼦

ジャーナルなど）が検索できる
 ⼀部の資料について、雑誌記事、⽬次データベースも検索できる
 図書館間貸出し、遠隔複写、レファレンスサービスを申込める

詳しい使い⽅については、以下も参考にしてください。
・『図書館協⼒ハンドブック』

http://www.ndl.go.jp/jp/library/handbook/index.html

・『参考書誌研究』
http://rnavi.ndl.go.jp/bibliography/

・NDLオンラインのヘルプ

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

複写、図書館間貸出、
レファレンスサービスを利⽤し
たい場合は、ログインする

キーワード検索

③国⽴国会図書館オンライン

基本的な使い⽅：詳細検索

③国⽴国会図書館オンライン

基本的な使い⽅：検索結果

複写や図書館間貸
出しなどを申込む

③国⽴国会図書館オンライン
基本的な使い⽅：検索記号

完全⼀致検索
「／」を⼊⼒語の前後につけることで、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
「"」で挟んだ場合、スペースも含めた検索がで
きます。
例)「"journal of science"」で検索→
「journal of science」を含む資料を検索。

「"」、「*」、「／」の検索記号を検索語の前後に⼊⼒することにより、完全⼀致検索や
部分⼀致検索、フレーズ検索の指定ができます。

対象：戦後刊⾏の⽇本語の雑誌の⼀部
対象誌・採録期間：「雑誌記事索引採録誌⼀覧」から
確認できる

③国⽴国会図書館オンライン

雑誌の記事名検索（雑誌記事索引）

「雑誌記事」
のタブを選択

論題名や著者名を⼊⼒

③国⽴国会図書館オンライン

雑誌の記事名検索（雑誌記事索引）

記事名がヒットす
る
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③国⽴国会図書館オンライン

雑誌の記事名検索（雑誌記事索引）

ログインすればサービス
を申込める

対象：デジタル化した雑誌（概ね平成12年まで発⾏）

③国⽴国会図書館オンライン

雑誌の記事名検索（デジタル化資料）

「雑誌」のタ
ブを選択

「キーワード」の欄に論題
名や著者名を⼊⼒

③国⽴国会図書館オンライン

雑誌の記事名検索（デジタル化資料）

記事名がヒットする

デジコレへとぶ

③国⽴国会図書館オンライン

雑誌の記事名検索（デジタル化資料）

ログインすれば複写を申
込める

③国⽴国会図書館オンライン

雑誌の記事名検索
雑索、デジ化資料を合せて検索したい場合

「キーワード」の欄に論題
名や著者名を⼊⼒「すべて」のタブ

を選択

③国⽴国会図書館オンライン

雑誌の記事名検索
雑索、デジ化資料を合せて検索したい場合

雑誌記事索引のデータ
には本マーク

デジタル化資料の記
事には雲マーク

デジ化資料に限定したい場合
は、オンライン閲覧をクリック

雑索に限定し
たい場合は、
雑誌記事をク
リック
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 NDLに限らず資料を探したい場合

NDLやその他の図書館や博物館の資料を
統合的に検索できるデータベース

http://iss.ndl.go.jp/

④国⽴国会図書館サーチ
統合的検索サービスの利点を⽣かすには？
→⼀度にまとめて検索し、後から検索結果を絞り込む

キーワード検索

簡易検索 詳細検索の
切替

翻訳検索機能

④国⽴国会図書館サーチ
検索画⾯

④国⽴国会図書館サーチ
資料種別

 「本」…NDLオンライン図書・雑誌、公共図書館蔵書
 「記事・論⽂」…NDLオンライン雑誌記事、CiNii
 「新聞」…NDLオンライン新聞、

図書館や新聞社などが所蔵している新聞
 「児童書」…国際⼦ども図書館および

主要類縁機関（7機関）所蔵の児童書・関連資料
 「レファレンス情報」…レファ協、リサーチ・ナビ（⼀部）
 「デジタル資料」… NDL作成のデジタル資料が⾒られる

各種データベース、図書館・⽂書館などのデジタルアーカイブ

④国⽴国会図書館サーチ
検索対象

国⽴国会図書館サーチ

リサーチ・ナビ
• 調べ⽅案内
• テーマ別データベース

※⽬次データベース
のみ検索対象

• 各専⾨室のページ

レファレンス協同
データベース
• レファレンス事例
• 調べ⽅マニュアル
• 特別コレクション
• 参加館プロファイル

NDLオンライン
• 国⽴国会図書館の所蔵

資料

国⽴国会図書館デジタルコレクション
• 国⽴国会図書館のデジタル化資料

※⽬次あり
• 収集したインターネット上の刊⾏物

都道府県⽴・政令指定都
市⽴図書館の所蔵資料

他の機関の各種のデジタル
情報

etc.

和図書が中心
（雑誌は調べら

れない）

④国⽴国会図書館サーチ
検索結果

検索結果の資料⼀覧
（同⼀著作物だが形態の異なる
資料はグループで表⽰）

絞り込みポイント
（資料種別、データベー
ス、所蔵館、出版年等）

④国⽴国会図書館サーチ
書誌情報・所蔵機関

資料の所蔵機関
の⼀覧
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④国⽴国会図書館サーチ
資料種別ごとのポイント

図書を探す
• 「本」を選択して検索
• 近刊図書や書誌作成中の資料もヒット

雑誌を探す
• 「本」を選択して検索
• NDL以外は検索できない

インターネット上で閲覧できるデジタル画像
を探す

• 「デジタル資料」を選択して検索
• デジタルアーカイブなどを横断的に検索

Q東久留⽶市の国登録有形⽂化財 村
野家住宅の画像を探したい。

【ポイント】
・博物館が提供するデジタル画像も検索できる

国⽴国会図書館サーチ
を使ってみましょう①

まとめ①データベース選択のポイント

・NDLで利⽤できる資料を調べたい
→国⽴国会図書館オンライン

・⼀次資料にオンラインでアクセスしたい
→国⽴国会図書館デジタルコレクション
→国⽴国会図書館サーチ

・NDL以外の所蔵も合わせて検索したい
→国⽴国会図書館サーチ

・調べ⽅を調べたい
→リサーチ・ナビ

まとめ②各種データベースの検索対象

NDL蔵書
⽬次情報

テーマ別DB 調べ⽅
雑索 デジコレ リサナビ

NDLオンライン ○ ○ ○ ○ × ×

NDLサーチ
※タイムラグ有 ○ ○ ○ ○ × ○

デジコレ △ △ ○ × × ×

リサナビ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３．演習
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