調査研究・ビジネスのための
利用案内

国立国会図書館関西館
Kansai-kan of the National Diet Library

―情 報 の 宝 庫 へ

調査研究、研究開発、ビジネス、マーケティング――
さまざまな局面で必要となる
情報へのアクセスを支援します。

所蔵資料
2002年の関西館開館以来、様々な調査研究に役立つよう蔵書
の充実に努めており、マーケティング資料や技術動向書、学術
書、学術雑誌を豊富に所蔵しています。関西館が建設される以
前から国立国会図書館が長年蓄積してきた国内博士論文、科学
技術資料、洋雑誌、アジア言語資料等の資料群も所蔵していま
す。

閲覧室

蔵 書 のうち、調 査 の端 緒として 有用な概 説 書 や 参 考 図 書か
ら、業 界紙 、学会誌、各種の調査報告書 等の最 新 情 報まで、
調 べものに役 立つ資 料 約12万冊が、閲覧 室の棚に並 んでい
ます。棚に並んでいる資料は、直接手にとってご利用いただけ
ます。その他、書庫に配置している資料も多数あります。

Information

書庫

※書庫資料は、申込みによって職員が書庫からお出しします。書庫資料の申込みには、利用者登録（本登録）が必要です。
利用者登録の詳細については、国立国会図書館ホームページをご覧ください。

関西館の所蔵資料数（令和3年12月現在）
●図書
和図書
洋図書

………………………………… 242万0,000冊
………………………………… 391万0,000冊

●逐次刊行物
和雑誌・新聞
洋雑誌・新聞

…………………… 7万7,200タイトル
…………………… 4万5,400タイトル

●文部科学省科研費報告書
●国内博士論文

… 16万9,400件

………… 59万9,000人分※

●科学技術資料

海外テクニカルリポート …………… 264万8,000件
海外博士論文 …………………………… 47万8,000件
海外学協会ペーパー …………………… 20万2,000件
欧文会議録 ……………………………… 10万2,000件
内外規格資料 …………………………… 16万7,000件

●アジア言語資料

図書 ……………………………………… 49万6,000冊
雑誌・新聞 …………………………… 9,300タイトル

※平成25年の学位規則改正以降は、電子データでも収集を実施しています。

関西館にない資料
国立国会図書館には、東京本館、国際子ども図書館、関西館の三つの施設があります。関西館
に所蔵がなくても、東京本館、国際子ども図書館で所蔵している資料を、関西館へ取り寄せて閲
覧できる場合があります。総合案内カウンターにお問い合わせください。
※一部を除き雑誌は取寄せの対象外です。

電子ジャーナル・データベース
洋雑 誌を中心とした電子ジャーナル、新聞や判例等のデータベースを無 料で利用できます。一部をご紹介します。
国内新聞データベース
日経テレコン 21（日本経済新聞）、朝日新聞クロスサーチ（朝日新聞）、ヨミダス歴史館（読売新聞）、毎索（毎日新聞）、
産経新聞データベース（産経電子版）（産経新聞）、中日新聞・東 京新聞記事データベース（中日新聞・東 京新聞）

欧米や中国・韓国の雑誌論文、記事・新聞情報
ScienceDirect（Elsevier 社）
学術文献データベースです。収録されている電子ジャーナル・電子ブックの全文を閲覧できます。
ProQuest Central（ProQuest 社）
全分野の学術雑誌、新聞などのコレクションです。収録タイトルの全文を閲覧できます。
EBSCOhost（EBSCO 社）
学術文献データベースです。収録されている電子ジャーナルの全文を閲覧できます。
CNKI（同方知網（北京）技術社）
中国の学術雑誌、重要新聞、博士・学位論文、重要学術会議論文などの各種データベースを収録しています。
KISS（Korean Studies Information 社）
韓国の学術論文データベースです。収録論文の全文を閲覧できます。
※ 必ずしも各データベース収録タイトルのすべてを閲覧できるわけではありません。
全文が閲覧できるタイトルは当館と各データベース提供者の契約内容によって異なります。

科学技術関係の文献情報
JDreamⅢ（JST（科学技術振興機構））
医学・薬学を含む、科学技術系のジャーナル、学会誌、会議録等の文献情報を収録しています。
Web of Science（Thomson Reuters 社）
科学技術関係の各データベースへの入口となる総合プラットフォームです。

医学・看護系の国内文献情報
医中誌Web（医学中央雑誌刊行会）
国内の大学・学協会・研究所・病院等が発行している定期刊行物に掲載されている医学文献情報を収録しています。

法律や判例情報
D1-Law.com（第一法規株式会社）、TKC ローライブラリー（株式会社 TKC）
現行法令や判例などの法律情報を提供する法情報総合データベースです。
Lexis（レクシスネクシス・ジャパン）
アメリカ・EU・イギリス・カナダ等の判例・法令等の法情報を収録するデータベースです。

企業情報
eol（株式会社プロネクサス）、企業史料統合データベース（ジャパン デジタル アーカイブズ センター）
国内の主要上場企業の営業報告書、有価証券報告書等を収録するデータベースです。
Mergent Archives（マージェント・ジャパン株式会社）
世界の主要上場企業のアニュアルレポート、産業レポート等を収録するデータベースです。

国立国会図書館デジタルコレクション

dl.ndl.go.jp

国立国会図書館では、所蔵資料のデジタル化を順次進めており、現在、図書、雑誌等約 281 万点のデジタル画像を含むアー
カイブが構築されています。国立国会図書館内では、それらすべてを「国立国会図書館デジタルコレクション」というデー
タベースにより閲覧できます。著作権処理済みの資料はインターネットでも閲覧できます。インターネットで公開されていな
い資料のうち、絶版等の理由で入手が困難なものについては、
「図書館向けデジタル化資料送信サービス」や「個人向けデジタ
ル化資料送信サービス」(※) を利用できます。
※「個人向けデジタル化資料送信サービス」のご利用には、利用者登録（本登録）等の条件があります。
詳細については国立国会図書館ホームページをご覧ください。

―知 識 を 得 る た め に

ウェブで調べる
Scene１

「Journal of Medicinal Chemistry」が読みたい。関西館で所蔵している？
来館前に確認したい。

関西館で所蔵しています。
所蔵は国立国会図書館オンラインで館外からでも確認できます。

所蔵を確認するには…
国立国会図書館オンライン ndlonline.ndl.go.jp
関西館の資料は、ほとんどが書庫に収められています。
国立国会図書館検索・申込オンラインサービス（略称：国立国
会図書館オンライン）では、東京本館を含む国立国会図書館全
体の和図書、洋図書、和雑誌･和新聞、洋雑誌･洋新聞、アジア
言語資料、電子資料、国内博士論文等の所蔵を検索できます。
書庫資料の利用には利用者登録(本登録）が必要です。
また、学術雑誌を中心とした国内刊行雑誌の雑誌記事索引も利
用できます。

遠隔複写サービスは、来館せずに複写を申し込み、郵送または宅配便で複写製品

Knowledge

遠隔複写のご案内

を受け取ることができるサービスです（登録利用者のみ）。国立国会図書館オン
ラインに館外からログインすることで、申し込むことができます。

お茶等の飲料産業に関するデータを収集している。

Scene 2

需要動向や市場分析を調べたい場合、
どういった資料にあたるべき？

リサーチ・ナビでご案内しています。

調べ方の道筋を知るには…
リサーチ・ナビ rnavi.ndl.go.jp/rnavi
リサーチ・ナビは調査のポイントや、参考資料の情報・便利なデータベースの紹介等、調べものに役
立つ情報を提供している国立国会図書館のウェブサイトです。各産業別に基本資料や主要レポート等
の紹介をしています。規格等特殊な資料の調べ方もまとめています。

来館して調べる
関西館に来館してみたけれど、具体的に見たい資料は決まっていない。

Scene 3

書庫にはたくさん資料があるらしいけれど、自分の興味のある分野の資料を
うまく調べて申し込むにはどうしたらよいのだろう…。

総合案内カウンターにご相談ください。

図書館スタッフに相談するには
関西館の閲覧室内の総合案内カウンターでは、図書館スタッフが資料
や調べ方についてのお問い合わせを受け付けています。
研究テーマに応じた文献の調べ方、資料情報・参考図書類をご案内し
ます。
アジア情報案内カウンターでは、アジア（東アジアから中東・北アフリカ
まで。日本を除く）に関する情報をご案内します。
資料の所蔵有無の確認等は、電話でも受け付けています
（TEL: 0774-98-1341（関西館資料案内直通））。

Scene 4

関西館の使い方を直接教えてほしい。基本の使い方・データベースの使い方…
知りたいことは人によって違うけれど、ガイダンスの申込みは可能？

簡易な利用方法から個別のデータベースの使い方まで、
関西館では各種ガイダンスをご用意しています。

テーマに応じたガイダンスを受講するには
ミニガイダンス
関西館の基本的な使い方をご紹介するガイダンスです。
所要時間は約 30 分で、月 4 回程度開催しています。開催日時はホームページ等でご確認ください。

ガイダンス（来館/出張）
関西館が所蔵する資料の概要や検索方法・利用方法等を総合的にご紹介します。ご要望にあわせてガイダンスをカスタマイズす
ることも可能です。別途ご相談ください。

―知 を 創 り 出 す 空 間

館内施設・設備
総合閲覧室・アジア情報室
両室はつながっており、広さは約4,500㎡です。室内には、閲覧席が約360席あり、
そのうち約80席に利用者用PCが設置されています。利用者用PCからは、インターネットや
各種データベースを利用できます。閲覧席には電源があるので、ノートパソコン等を
持ち込んで使用することもできます。

共同研究室/研究室
当館の資料を使って研究に専念したい方に研究室をご用意しています。
5名以上のグループでご利用いただける共同研究室と、個人および少人数で利用可能な研究室
があります。各研究室には閲覧室と同様のPCが設置されています。ホワイトボードやプロジェク
タの貸出しも行っており、小イベントや会議等にもご活用いただけます。

カフェテリア
4階にはカフェテリアがあります。ご休憩・お食事（オーダー11:00～13:30）の際にご利用ください。
ヤマモモとオカメザサが植えられた屋上庭園に面しています。（当館資料の持ち込みはできません）

公衆無線LAN（Wi-Fi）
無線LANに接続できる端末（ノートパソコン等）をお持ちの方は、閲覧室及び研究室内で
公衆無線LAN（FREESPOT）をご利用いただけます。

Facilities

※施設・設備は無料でご利用いただけます。

中庭

カフェテリア

閲覧室

中庭―エッグチェア

関西館前景

研究室

中庭

共同研究室

関西館を調査研究の拠点に
豊富な情報、情報検索を支援するツールとスタッフ、快適な空間――

施設活用

関西館を、知の生産活動のリソースとして多様にご活用ください。

―研究室、Wi-Fi

個々人での静かな読書環境が必要なシーンでは、
総合閲覧室や研究室を、
コミュニケーションが必要なシーンでは、

情報収集

共同研究室や研究室をご利用いただくことができます。

アクセス

―所蔵資料 /DB

開館時間

公共交通機関で
・近鉄京都線 新祝園駅／JR 学研都市線 祝園駅下車
→奈良交通バス（約 10 分）「国立国会図書館」下車
36 光台循環、56または58・59 学研奈良登美ヶ丘駅行、
46 光台三丁目行、47 ATR行
精華くるりんバス（約 15 分）
「アピタ・コーナン前」下車
・近鉄けいはんな線（Osaka Metro中央線直通）
学研奈良登美ヶ丘駅下車
→奈良交通バス（約 15 分）
「国立国会図書館」下車
56または59 祝園駅行

お車で（無料駐車場あり）
・京都方面から 京奈和自動車道→精華学研IC
→精華大通りを西へ
・大阪方面から 国道 163 号→府道 52 号（奈良精華線）を北へ
・奈良方面から 国道 24 号→国道 163 号
→府道 52 号（奈良精華線）を北へ

国立国会図書館関西館
〒619-0287 京都府相楽郡精華町精華台8-1-3
TEL

知的生産

9:30～18:00

書庫資料請求の受付＊ ……………………………………… 10:00～17:15
資料取寄せの受付＊…………………………………………… 9:30～17:30
複写の受付 即日複写 ……………………………………… 9:30～17:00
セルフ複写 …………………………………… 9:30～17:30
後日郵送複写＊ ……………………………… 10:00～17:45
電子資料のプリントアウト …………………………………… 9:30～17:00
（マイクロ資料のプリントアウトを含む）

利用者登録受付 ……………………………………………… 9:30～18：00
＊登録利用者
（本登録）のみ

休館日
日曜日、国民の祝日・休日、年末年始、
毎月第３水曜日
（資料整理休館日）
※このほか、災害などの緊急時に臨時に閉館することがあります。

利用資格
原則として満18歳以上
※満18歳未満の方はご相談ください。

国立国会図書館ホームページ

0774-98-1200（代表:自動音声案内）
0774-98-1341（資料案内）
0774-98-1390（アジア資料案内）

www.ndl.go.jp
令和 4 年 6 月

