
　①、②は国立情報学研究所が提供している国内
の大学図書館等が所蔵する図書・雑誌を検索でき
るデータベースです。
①　CiNii（サイニイ）Books Free
　　<https://ci.nii.ac.jp/books/>
　�　全国の大学図書館等の蔵書を検索できます。
このほかCiNii�Articles や機関リポジトリに本
文が収録されている雑誌はリンクをたどること
で読むことができる場合があります。また「内
容検索」では、一部の図書について、概要や目
次の内容から検索できます。
②　Webcat Plus Free
　　<http://webcatplus.nii.ac.jp/>
　�　全国の大学図書館や国立国会図書館の蔵書、
デジタル化資料などを、本・作品・人物の観点
から検索できます。連想検索機能があり、目次
や、帯・カバーなどに書かれた内容の情報を見
ることができます。
③　国立国会図書館オンライン NDL ONLINE Free
　　<https://ndlonline.ndl.go.jp/>
　�　国立国会図書館が所蔵する和洋図書、雑誌、
新聞、博士学位論文などが検索できます。

④　東京都立図書館蔵書検索 Free
<https://catalog.library.metro.tokyo.jp/winj/
opac/search-detail.do>

　�　東京都立図書館の蔵書が検索できます。
⑤　東京都立図書館統合検索 Free
<http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/>

　�　東京都内にある各公共図書館の蔵書をまとめて
検索できます。
⑥　カーリル Free
　　<http://calil.jp/>
　�　全国の図書館の蔵書情報と貸出状況を検索でき
るサービスです。

国内のデジタルアーカイブ
⑦　�国立国会図書館サーチ Free
　　<http://iss.ndl.go.jp/>
　�　国立国会図書館、都道府県立図書館、政令指
定都市市立図書館の蔵書をはじめ、国立国会図
書館や他の機関が収録している各種のデジタル
情報を統合検索できるサービスです。

　求める資料が中央大学図書館に所蔵されていなかった場合、他機関や他図書館の蔵書を検索してみま
しょう。複数の図書館の蔵書をまとめて検索できる総合目録データベースや、各図書館の蔵書目録
（OPAC）は、インターネット経由で検索できます。これらで検索しきれない古典籍を検索するツールや、
冊子体による各種の蔵書目録・総合目録もご紹介します。
　利用したい資料が見つかりましたら、中央図書館２階のレファレンスカウンターにご相談ください。
紹介状の発行を受け、他大学の図書館を訪問したり、文献のコピーを取り寄せることができます。詳し
くは、第 14章「学内に所蔵しない図書・資料の利用方法」をご覧ください。

第 2章　学外に所蔵する図書・資料のさがし方第 2章　学外に所蔵する図書・資料のさがし方

2 − 1　国内でさがす

CiNii Books の前に まずは CHOIS で検索
　CHOIS で検索して所蔵がなかった場合、CHOIS の画面から
CiNii� Books の検索ボタンをクリックして検索することができ
ます。中央大学図書館の全資料がCiNii�Books に登録されてい
るわけではありませんので、必ず CHOIS で検索してから
CiNii� Books をご利用ください。他大学の図書館に資料の閲覧
に行く場合には、通常、紹介状が必要です。レファレンスカ
ウンターでお申し込みください。

―�11�―
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①　WorldCat Discovery V
　�　アメリカのOCLC（Online�Computer�Library�
Center）制作による図書・雑誌などの書誌デー
タが検索できます。北米を中心に世界各国の参
加館の所蔵情報をみることができます。

　　WorldCat（フリーアクセス版） Free
<http://www.worldcat.org/> からも無料で公
開されています。

②　LibWeb（Library server via WWW）
<http://www.lib-web.org/>
世界各国の図書館サイトへのリンク集

海外の図書館の蔵書目録
③　The British Library Free

<http://explore.bl.uk/>
英国図書館

④　COPAC Free
<http://copacjisc.ac.uk/>

　�　イギリスとアイルランドの大学、国立、専門
図書館の総合目録
⑤　Library of Congress Free
<http://catalog.loc.gov>

　　米国議会図書館
⑥　KVK（ドイツ・カールスルーエ大学作成） Free
<http://kvk.bibliothek.kit.edu/>

　�　ドイツ、アメリカ、イギリス等の主要な図書

館の目録を横断検索できます。
⑦　GVK-GBV Free

<http://gso.gbv.de>
　�　ドイツ北部７州を中心とする図書館ネットワ
ークの総合目録
⑧　ZDB Free
<http://zdb-katalog.de/>

　�　ドイツの逐次刊行物総合目録。
⑨　Bibliothèque nationale de France Free
<https://catalogue.bnf.fr/>
フランスの国立図書館

⑩　Sudoc Free
<http://www.sudoc.abes.fr/>

　　フランスの大学図書館の総合目録
⑪　韓国国立中央図書館� Free
<http://www.nl.go.kr/>

⑫　中国国家図書館 Free �
<http://www.nlc.cn/>

海外のデジタルアーカイブ
⑬　Google Books� Free
<https://books.google.com>

　　Google が提供する書籍検索サービス。
　�　著作権の消滅した資料については全文を閲覧
できるほか、資料の購入方法や所蔵図書館を調
べることもできます。

⑧　国立国会図書館デジタルコレクション Free 図
　　<http://dl.ndl.go.jp/>
　�　国立国会図書館で収集・保存しているデジタ
ル化資料を検索・閲覧できるサービスで、昭和
43年までに受け入れた図書や議会、法令資料な
ど約 97 万点、雑誌約 131 万点、古典籍資料、
博士論文などを収録しています。
　�　公開範囲は、著作権処理済みでネット上で公
開されている①インターネット公開、一定の条
件の下で公共・大学図書館で閲覧・複写できる
②図書館送信参加館内公開、国会図書館内での

み利用可能な③国立国会図書館内限定に分かれ
ています。中央図書館は図書館送信参加館であ
り、館内で②の資料をご利用になれます。

2 − 2　海外でさがす
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⑭　Gallica� Free
<https://gallica.bnf.fr/>

　�　Bibliothèque nationale de Franceが所蔵する主に
19世紀以前のフランス語著作をデジタル化し公
開しています。
⑮　Deutsche Digitale Bibliothek: DDB

<https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/>
　�　ドイツ国内の学術文化機関のデジタル化資料
ポータルサイト
⑯　Internet Archive� Free
<https://archive.org/>

　�　電子化した書籍のほか、過去のインターネッ
トWebサイトや、動画、音楽、音声などさま
ざまなデジタル情報資源をアーカイブしていま
す。

冊子体の蔵書目録として以下のものがあります。
アメリカ―�The National union catalog（NUC），

pre ─ 1956 imprints.

〔M015.73/N27　参考〕
The National union catalog（NUC）
1953─1982〔M015.73/U58��中央・外〕

イギリス―�General catalogue of printed books. 

〔M015.42/B86　中央〕
1992年以前の刊行物が収録されています。

ド イ ツ―�Bücher-Lexikon.�1750─1910.
〔M015.43/K23　中央〕
Gesamtverzeichnis des deutsch-

sprachigen Schrifttums（GV）. 

1700─1965.〔M015.43/G38　中央〕
Gesamtverzeichnis des deutsch-

sprachigen Schrifttums ausserhalb 

des Buchhandels（GVB）. 1966─1980.
〔M015.43/G38　中央〕
Gesamtverzeichnis deutschsprach-

iger Hochschulschriften（GVH）. 

1966─1980.〔M015.43/G38　中央〕
Deutsche Bibliographie. 1945─1985
〔M015.43/D48　中央〕ドイツおよびド
イツ語圏の出版物が収録されています。

フランス―�Catalogue généal des livres imprimés 

de la Bibliothèque nationale.

〔M015.44/P23　中央〕
1960年以前の刊行物が収録されています。

イタリア―Bibliografia nazionale italiana.

1958─1999〔M015.45/C39　中央〕�

2− 3− 1　国書のさがし方

　国書とは江戸時代以前に日本で書き著された書
物のことです。
①　国書総目録　補訂版　〔M025.1/Ko53　参考〕
　�　国初から慶応 3 年までの国書について、別
称・巻冊数・著編者などと共に写本、版本の所
蔵図書館・文庫が記載されています。
②　古典籍総合目録〔M025.1/Ko45　参考〕
　　国書総目録の続編にあたります。
③　日本古典籍総合目録データベース Free  

<http://base1.nijl.ac.jp/~tkoen>
　�　国文学研究資料館提供。日本の古典籍の書誌・
所在についての情報を、著作及び著者の典拠情
報とともに提供する総合目録データベース。

④　新日本古典籍総合データベース
<https://kotenseki.nijl.ac.jp/>

　�　国文学研究資料館が蓄積した書誌と、国内外
機関が所蔵する古典籍のデジタル画像を利用で
きます。

2− 3− 2　漢籍のさがし方

　漢籍とは、民国成立（1912 年）より前に中国人
が漢文で著した書籍のことです。
①　全國漢籍データベース Free
　　<http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/kanseki/>
　�　全国の主要な大学図書館・公共図書館が所蔵
する「漢籍」の書誌情報を収録している総合漢
籍目録データベース。

2 − 3　和漢古典籍資料のさがし方
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　さがしている逐次刊行物がどこの図書館にある
かについては、CiNii Booksや、NDL ONLINEお
よび各図書館のOPAC（オンライン蔵書目録）で
さがしてみましょう（2 ─ 1�「国内でさがす」参照）。
※発行年+（プラス）は継続の意味で表記しています。

2− 4− 1　和資料をさがす

①�　雑誌新聞総かたろぐ〔M027.5/Z1　参考・中
央・外〕1979+
　�　現在、国内で発行されている雑誌・新聞の内
容・特色を収録しています。
②�　明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目録　昭和 54 年
3 月現在〔M027.5/To46　参考〕
　�　明治・大正期を中心に、国内で発行された雑
誌（日本語、中国語、外国語雑誌）約 6,090 タ
イトルについての所蔵目録です。

2− 4− 2　中国・朝鮮・韓国語の資料をさがす

①�　国立国会図書館所蔵アジア言語逐次刊行物目
録　平成 7年 3月末現在〔M027.5/Ko49　参考〕
②�　中国文雑誌・新聞総合目録　アジア経済研究
所編　〔M027.5/A27　参考・中央〕
③�　朝鮮文雑誌・新聞総合目録　アジア経済研究
所編　〔M027.5/A27　参考〕

2− 4− 3　欧文雑誌をさがす

①　Ulrich’s（international）periodicals 

directory. 1953─2012〔M016.05/U45　参考・
中央〕
　�　世界各国で現在刊行中の雑誌、年報等の逐次
刊行物について、誌名、本文の言語名、刊行頻
度、定価、出版社などが記載されています（欠
号あり）。
②�　The serials directory.

〔M016.05/S48　参考・中央〕
③�　Union list of serials in libraries of the 

United States and Canada, 3rd ed.

〔M016.05/U58　参考〕

④�　British union-catalogue of periodicals.

〔M016.05/B86　中央〕
⑤�　New serial titles.�1950─1980
〔M016.05/N53　参考・中央〕

⑥�　Gesamtverzeichnis deutschsprachiger 

Zeitschriften und Serien in Bibliotheken der 

Bundesrepublik Deutschland einschliesslich 

Berlin（West）（GDZS）〔M016.05/G38　参考〕
⑦�　Verzeichnis rechtswissenschaftlicher 

Zeitschriften und Serien in Bibliotheken 

der Bundesrepublik Deutschland（VRZS）
〔M016.05/V57　参考〕

　ドイツの法学関係の逐次刊行物の目録です。
⑧�　Catalogue collectif des périodiques du début 

du XVIIe siècle à 1939, conservés dans les 

bibliothèques de Paris et dans les bibliothèques 

universitaires des Départements. 

〔M016.05/P23　参考〕

2− 4− 4　新聞の所蔵をさがす

①�　全国新聞総合目録データベース Free
※ 2012年 1月より国立国会図書館サーチに統
合されています。（P.11 参照）<http://iss.
ndl.go.jp/>

②�　全国複製新聞所蔵一覧
平成 5年 7月 1日現在〔M027.5/Ko49　参考〕

2 − 4　逐次刊行物（新聞・雑誌）のさがし方
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