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国⽴国会図書館を使いこなす
（1）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

Ⅱ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
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当館で利⽤できる資料の
情報を知る ①国⽴国会図書館オンライン（NDLオンライン）

デジタル資料を⾒る ②国⽴国会図書館デジタルコレクション

調べ⽅を知る ③レファレンス協同データベース
④リサーチ・ナビ

他機関DBもまとめて検索する ⑤国⽴国会図書館サーチ（NDLサーチ）

各データベースへの⾏き⽅(当館HPのトップから) 2

NDLオンラインの
検索窓

トップページ下部に各DBへのバナー

①国⽴国会図書館オンライン 3

https://ndlonline.ndl.go.jp/
当館で利⽤できる資料の検索
閲覧・複写サービスの申込み

簡易検索
簡易検索/詳細検索の

切り替え

詳細検索
資料種別・コレクションの指定。タイト
ルや著者名などを⼊⼒
※雑誌、新聞を検索する時は詳細検索の
「出版年」を⼊⼒しない

①国⽴国会図書館オンライン

検索 4

検索結果の並べ替え 資料の
所蔵場所

デジタルコレク
ションへ

⽬次や内容細⽬が検索
にヒットしたら、内容
情報も表⽰される

検索結果の絞り
込み

①国⽴国会図書館オンライン

検索結果 5
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右上の アイコンクリック
対象資料の除外ができる

①国⽴国会図書館オンライン
検索結果の絞り込み 6

対象資料の選択ができる

①国⽴国会図書館オンライン
書誌の詳細画⾯

書誌の詳細画⾯を種類ごとにご紹介します

7

図書
雑誌

デジタル化資料 雑誌全体
デジタル化資料 雑誌巻号

電⼦ジャーナル

雑誌記事索引

②申し込むサービスを選択
（申込カートに追加）
※申込みは未完了。申込カートで
の⼿続が必要

①国⽴国会図書館オンライン
書誌詳細︓図書 8

書誌情報

①申し込む資料を選択

①国⽴国会図書館オンライン
書誌詳細︓紙の雑誌 9

資料の絞り込み(年、巻、所蔵館)

複数の資料が表⽰される
⇒巻号と年⽉を確認して
利⽤したい資料を特定

遠隔複写申込みはここをクリック
→次のスライド画⾯へ

①国⽴国会図書館オンライン
書誌詳細︓デジタル化資料 雑誌全体

10

号ごとのデジタル
画像ページへ

雑誌全体のデジタ
ル画像ページへ

①国⽴国会図書館オンライン
書誌詳細︓デジタル化資料 雑誌巻号 11

雑誌全体の書誌へ
→前のスライド画⾯へ

デジタル画像

複写申込みはここから

デジタル化資料の⽬次
⽬次や内容情報がある場合は、こ
の位置(所蔵⼀覧の下)に表⽰
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①国⽴国会図書館オンライン
書誌詳細︓雑誌記事索引① 12

雑誌記事を採録したもの
対象︓主に1945年以降刊⾏の⽇本語の雑誌
対象誌や採録期間は「雑誌記事索引採録誌⼀覧」で確認
https://www.ndl.go.jp/jp/data/sakuin/sakuin_index.html

①国⽴国会図書館オンライン
書誌詳細︓雑誌記事索引② 13

※デジタル化済み巻号の収録記事は、雑誌記事のページから
は複写申込みできない
右上のリンク「掲載巻号の書誌へ」の下に「デジタル化資料
の書誌へ」が表⽰されるので、デジタル化資料の書誌へ移動
し、複写申込み

複写はデジタル化資料
の巻号ごとの書誌から

紙資料は利⽤不可、デ
ジタル化資料を使⽤

①国⽴国会図書館オンライン︓
書誌詳細︓電⼦ジャーナル

契約データベース内の電⼦ジャーナルの⼀部が検索できる
雑誌名（新聞名）で検索可、記事名では検索不可
遠隔複写は個⼈からの申込みのみ可（中国学術雑誌全⽂データベース(CAJ)、
KISS（Korean studies Information Service System）は機関からの申込み可）

14

利⽤可能期間、
データベース名

申込⼿続きに進む

レファレンスの申込みはこちらから

①国⽴国会図書館オンライン
申込カート 15

NDLオンライン画⾯右上にある から申込⼿続へ

②国⽴国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/

国⽴国会図書館で保有しているデジタル資料を検
索・閲覧できるようにしたデータベース

16
②国⽴国会図書館デジタルコレクション

公開範囲
公開範囲 資料の状況 閲覧状況

インターネット公開
著作権保護期間満了
公開の許諾済み
⽂化庁⻑官裁定

インターネット上で誰でも
閲覧可能

図書館送信
絶版等で⼀般に⼊⼿するこ
とが困難な資料（インター
ネット公開ができないもの）

図書館向けデジタル化資料
送信サービス（略称︓図書
館送信）に参加している各
地の図書館と国⽴国会図書
館内で閲覧

国⽴国会図書館内限定 上記以外 国⽴国会図書館内のみで閲
覧

17
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②国⽴国会図書館デジタルコレクション

図書館向けデジタル化資料送信サービス

デジタル化資料のうち、絶版等の理由
で⼊⼿が困難な資料を全国の図書館で
利⽤できるサービス
国⽴国会図書館所蔵の200万冊以上の
資料を各館の仮想的な「蔵書」として
利⽤可能

図書館送信 56万点

151万点

72万点

NDL館内限定

図書館送信

ネット公開

18

図書館向けデジタル化資料送信サービス参加館⼀覧
https://dl.ndl.go.jp/ja/soshin_librarylist.html

②国⽴国会図書館デジタルコレクション

収録資料 19

当館蔵書をデジタル化した資料
図書、雑誌、古典籍資料、博⼠論⽂、官報など

電⼦媒体で収集した資料
博⼠論⽂(2013年〜)、電⼦書籍等

外部機関の所蔵資料をデジタル化した資料
SP盤等の⾳源、科学映像、記録映像、
東⼤附属図書館デジタル化資料、愛・地球博関連資料な
ど

国の機関などがウェブサイトに掲載した刊⾏物
⽩書、年鑑、報告書、広報誌、雑誌論⽂など

※令和2年8⽉時点。当館資料をデジタル化したもの。
各数値は概数のため、合計が合わない箇所があります。

ネット
公開

図書館
送信

NDL
限定 合計

図書 概ね1968年受⼊分まで 36 55 8 99

雑誌 概ね2000年発⾏分まで 1 81 52 134

古典籍 貴重書・江⼾期以前の和
漢書等 8 2 － 9

その他 官報、憲政資料、
録⾳・映像関係資料など 11 14 12 37

合計 56 151 72 279

②国⽴国会図書館デジタルコレクション
当館資料の提供点数 (単位︓万点) 20 ②国⽴国会図書館デジタルコレクション

検索 21

詳細検索画⾯

ページ上部に簡易検索ボックス

収録資料の⽬次を検索可
(電⼦資料は本⽂まで)
令和3年度より⼀部の紙資料の
本⽂検索機能公開(OCR)

公開範囲のチェックボックス

検索結果の並べ替え
（タイトル順/出版⽇順など）

②国⽴国会図書館デジタルコレクション

検索結果⼀覧画⾯ 22

絞り込み
・公開範囲
・コレクション種別
・出版年 など

資料タイトルをクリック→資料の画像へ

②国⽴国会図書館デジタルコレクション

検索結果の⾒⽅①

本⽂/⽬次/要約（解題）/翻刻が検索にヒッ
トした場合、ヒットした部分を表⽰

⽮印マーク をクリックすると、
キーワードの箇所へ

23

公開範囲に応じ
3種類の表⽰。

国⽴国会図書館限定
国⽴国会図書館/図書館送信限定
（無印）インターネット公開

資料の⽬次を表⽰
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コンテンツ画像表⽰エリア

拡⼤、縮⼩、コマ移動、
全画⾯表⽰などが可能

書誌情報エリア

書誌情報、⽬次の表⽰、⽬次から
のジャンプ、公開範囲の確認

ページめくり

②国⽴国会図書館デジタルコレクション

閲覧画⾯ 24 ③レファレンス協同データベース

https://crd.ndl.go.jp/reference/
全国の参加館（公共・⼤学・専⾨図書館
等）のレファレンス事例などを収録

25

④リサーチ・ナビ
調べものに有⽤な情報源を紹介
https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/

26

検索

調べ⽅案内

専⾨室のページ

テーマ別
データベース

④リサーチ・ナビ
収録コンテンツ︓調べ⽅案内

調査に役⽴つ資料や
調べ⽅を紹介するページ

コンテンツ例
・新型コロナウイルス関連情報
・判例の調べ⽅
・全国紙等の記事索引・検索サービス
・全国紙・地⽅紙の新聞社サイト集
・過去の貨幣価値の調べ⽅
・住宅地図

27

④リサーチ・ナビ
収録コンテンツ︓専⾨室のページ

内容は専門室ごとに様々

コンテンツ例
・⽇系移⺠関係資料(憲政資料室)
⽇本の政治家・官僚・軍⼈などの蔵書の
コレクション

・国・地域別の資料(議会官庁資料室)
国・地域別の議会資料、法令資料、判例資料、官庁資料の紹介

・アジア情報機関ダイレクトリー(アジア情報室)
⽇本国内のアジア関係資料、アジア⾔語資料を所蔵する機関の
ダイレクトリー（名鑑）

28 ④リサーチ・ナビ
収録コンテンツ︓テーマ別データベース

複数のデータベース

⽬次データベース
参考図書・論⽂集・資料集・楽譜等の⽬次を収録

参考図書紹介
参考図書（辞書、⽬録など）の内容を紹介

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
を収録（⼈物名で検索可）

科学技術論⽂誌・会議録データベース
科学技術関係の学術論⽂誌等と会議録の情報を収録

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）を収録した⼈名辞典の概要

29

NDLオンラインでも検索可



6

④リサーチ・ナビ
検索結果︓画⾯の⾒⽅

検索結果は5つのタブに分かれて表⽰される
タブをクリックするとそれぞれの画⾯へ

30 ④リサーチ・ナビ
検索結果︓調べ⽅タブ 31

上段︓
調べ⽅案内、専⾨室のページの
検索結果

下段︓
レファレンス協同データベース
の検索結果(外部サイトへリンク)

④リサーチ・ナビ
検索結果︓本タブ 32

上段︓
当館所蔵資料の検索結果
（NDLサーチへリンク）

下段︓
テーマ別データベースの検索結果

上段のページ

④リサーチ・ナビ
検索結果︓キーワードタブ 33

関連キーワードなどを表⽰

④リサーチ・ナビ
検索結果︓百科事典タブ 34

Wikipediaの検索結果

https://iss.ndl.go.jp/

NDLオンラインのデータ+α

活⽤⽅法
図書の他機関所蔵検索
各機関のデジタル画像等をまとめて検索

⑤国⽴国会図書館サーチ 35

まずは
キーワード検索

他機関所蔵情報(図書)
他機関アーカイブ
調べ⽅案内
レファレンス事例
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⑤国⽴国会図書館サーチ
検索結果 36

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
表⽰される）

絞り込み
（資料種別、デー
タベース、所蔵
館、出版年等）

⑤国⽴国会図書館サーチ
書誌情報・所蔵機関 37

所蔵機関⼀覧

当館以外も検索


