Ⅲ．学内に所蔵しない図書・資料の利用方法

１

他機関紹介
探している本は見つかりましたか？
CHOIS を検索してみましたか？
なくてもあきらめてはいけません！
一般に公開されている図書館等は
直接利用できます。

あなたが

●

CiNii Booksを検索する

さがしている

●

レファレンスコーナーで、

図書・資料が
学内にないとき

目録や索引を調べる。
●

スタッフに相談をする。
一般に公開されていない他大学図書
館等の利用は図書館発行の紹介状が
必要です。

学外の図書館の資料も利用できます
大学図書館では、自分の大学が特色をもった
教育研究を行うために、特色ある蔵書を整備す
ることに努めています。その上で自分の大学図
書館に不足している分野の本については、自館
の利用サービスを補い合うための相互協力サー
ビスを行っています。
レファレンスコーナーには、国立国会図書館、
都立中央図書館をはじめ、全国の主要な専門図
書館、大学図書館等の所蔵を調べるための各種
ツールを整備してあります。
インターネットを使える環境がある方は、そ
のパソコンで、ない方は、図書館内の６階フロ
アにあるオンライン・データベース検索機で
CiNii Books（http://ci.nii.ac.jp/books/） を 検
索してみてください。
これは国立情報学研究所（NII）が提供する
全国大学・研究機関の総合所蔵目録データベー
スです。目的の資料を探し出すことができたら、
その資料を所蔵する図書館が表示されますので、
その画面を印刷したものを持って、スタッフに
相談してください（ただし、中央大学図書館の
全ての資料が CiNii Books に登録されているわ
けではありませんので、CHOIS で中央大学の

所蔵検索も必ず行ってください）。
うまく探せない場合は、国立国会図書館の
NDL-OPAC（https://ndlopac.ndl.go.jp/） や
東 京 都 立 図 書 館 の 蔵 書 検 索（http://catalog.
library.metro.tokyo.jp/winj/opac/searchdetail.do）を検索してみてください。両図書館
はどなたでも利用できます。さらに他大学図書
館のホームページで公開されている OPAC（オ
ンライン目録のデータベース）も検索できます。
他大学図書館の資料の閲覧が必要な場合には、
紹介状を発行しますのでご相談ください。
このような学外の図書館との相互利用は、
相手館の都合と利用規則に従って利用する
ことがルールになっています。
紹介状を持参して利用するときには、必ず学
生証や身分証明書を忘れずに携帯し、相手館の
窓口で提示してください。
後日また気持ちよく利用させていただくため
にも、
ルールとマナーを守って利用してください。
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他機関からの複写取り寄せ
CiNii Books や、他機関の OPAC などを調べ
て資料を所蔵している機関がわかったら、その
情報（検索画面のコピーなど）をレファレンス
カウンターにお持ちください。文献コピーを郵
送で取り寄せることができます。
コピーを取り寄せるためには、文献の正確な
書誌情報（著者名、論文名、雑誌名、巻号、刊
行年、ページなど）が必要です。P. 10, 11の雑
誌記事索引データベースを活用してください。

国内に所蔵がない場合は、海外の機関にも複写
を申込むことができます。
〈注意点〉
●コピーの実費（１枚につき30〜50円前後）と
郵送料は申込者の負担となります。
●文献の到着まで通常１週間ほどかかります。
●著作権法上、資料全体の２分の１以上の複写
はできない場合があります。

他機関からの図書借用（教職員・大学院生対象）
一部の学外機関からは図書を借用することが
できます。CiNii Books や、他機関の OPAC な
どを調べて、その情報（検索画面のコピーなど）
をレファレンスカウンターにお持ちください。
このサービスは、教職員・大学院生を対象と
したサービスです。学部学生の方は、紹介状の
発行を受けて他機関を訪問してください。

〈注意点〉
●借用図書の利用は、館内に限ります。貸出や
研究室への持ち出しはできません。
●往復の郵送料は申込者の負担となります。
●図書の到着まで通常１週間ほどかかります。
●一般に、雑誌や参考図書、貴重図書は借用で
きません。
●返却期限が決められていますので、それを厳
守してください。

OPAC（CHOIS）を通じた文献複写・図書借用申込（教職員・大学院生対象）
図 書 館 へ 来 館 し な く て も、 本 学 の OPAC
（CHOIS）を通じて他機関からの複写取り寄せ、
図書の貸借を申し込むことができます。通常の
窓口時間以外にも申し込みができますのでぜひ
ご利用ください。なお、OPAC を通じての申

し込みは、教職員・大学院生が対象となります。
ご希望の方はレファレンスカウンターにて事前
登録が必要です。詳細は、図書館ホームページ
をご覧いただくか、レファレンスカウンターま
でお問い合わせください。

国立国会図書館の「登録利用者制度」について
中央大学図書館のサービスではありませんが、国立国会図書館では、同館が所蔵する文献
の複写物を自宅へ郵送するサービスを行っています。国立国会図書館ホームページ内の NDLOPAC から、オンラインによる文献複写の申込みができます。
サービスを受けるには、国立国会図書館の利用者登録が必要です。詳しくはこちらをご覧く
ださい。

http://www.ndl.go.jp/jp/information/guide.html
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２

紹介状なしで利用できる図書館

自分の大学図書館で事前にある程度の下調べをしてから行きましょう。何も調べずに行き、その図
書館のサービス担当者に迷惑をかける学生がいます。本学の学生はそのようなことのないように気を
つけてください。※ 以下2018年１月時点の情報です。
名　　称

所

在

地

電　　話

交

通

機

関

開

館

時

間

休館日

国立国会図書館
東京本館

千代田区
東京メトロ・永田町
03-3581-2331
永田町1-10-1
東京メトロ・国会議事堂前

9:30〜19:00（月〜金）
9:00〜17:00（土）

日・祝日、
年末年始、
毎月第3水曜日

国立国会図書館
支部
総務省
統計図書館

都営地下鉄・若松河田
新宿区若松町
03-5273-1132 東京メトロ・東新宿
19-1
東京メトロ・早稲田

9:30〜17:00

土・日・祝日
年末年始

国立国会図書館
千代田区霞が
東京メトロ・霞ヶ関
支部
03-5253-8332
関2-1-2
東京メトロ・桜田門
国土交通省図書館

9:30〜17:30（月〜金）

土・日・祝日
年末年始
毎月の末日
（土・日・祝日
の場合は、その
前日）

国立国会図書館
支部
気象庁図書館

東京メトロ・竹橋
千代田区大手
03-3212-8341 東京メトロ・大手町
町1-3-4
都営地下鉄・大手町

9:30〜17:00

土・日・祝日
年末年始
毎月１日 他

日本規格協会
ライブラリ

港区三田
3-13-12
三田MTビル

JR・田町
03-4231-8550 都営地下鉄・三田
都営地下鉄・泉岳寺

9:00〜17:00

土・日・祝日
年末年始 他

土木学会附属
土木図書館

新宿区四谷
一丁目
外濠公園内

03-3355-3441

JR・四ッ谷
東京メトロ・四ッ谷

9:30〜17:00

土・日・祝日
振替休日、
毎月第２水曜日、
年末年始

㈳日本自動車
工業会
自動車図書館

港区芝大門
JR・浜松町
1-1-30
03-5405-6139 都営地下鉄・御成門
日本自動車会
都営地下鉄・大門
館1階

9:30〜17:00

土・日・祝日
年末年始

9:30〜17:45（月〜金）

土・日・祝日
年末年始

宇宙航空研究開発 東京都調布市
JR・吉祥寺、三鷹
機構
深 大 寺 東 町 0422-40-3938 京王・吉祥寺、調布
本社図書館
7-44-1
から小田急バス

都立中央図書館

港区南麻布
5-7-13

神奈川県立
川崎図書館

川崎市川崎区
JR・川崎
044-233-4537
富士見2-1-4
京浜急行・京急川崎

03-3442-8451 東京メトロ・広尾
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10:00〜21:00（月〜金）
ホームページで
10:00〜17:30（土・日・ 確認のこと
祝）
9:00〜19:00（火〜金）
9:00〜17:00（土・日・
祝日）

月曜日
毎月第２木曜日
年末年始・資料
総点検期間 他

