
・ 図書館資料の検索
・ 電子資料の検索と本文へのアクセス
・ 貸出中図書への予約 / 遠隔地の図書館からの取寄せ依頼
・ 資料情報へのタグ付け

......など

OPACを使ってできること

オーパック
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https://lib.kobe-u.ac.jp/kulip/top/
https://lib.kobe-u.ac.jp/userguides/contact/#literacy


1. OPACとは

アクセス方法
「神戸大学 図書館」で検索することで、
図書館Webサイトにアクセスできます。

https://lib.kobe-u.ac.jp/

図書館トップページ中央
の検索窓にキーワードを
入力して「検索」ボタン
をクリックすることで
OPAC検索を行えます。

OPAC (オーパック: Online Public Access Catalog)を使うと、神戸大学附属図書
館が所蔵している図書・雑誌・新聞・DVDなどの資料や、電子ジャーナルな
ど神戸大学からアクセス可能なデジタル資料を検索できます。

https://lib.kobe-u.ac.jp/
https://lib.kobe-u.ac.jp/
https://lib.kobe-u.ac.jp/


2. 検索ルール

 文字の区別
大文字 / 小文字、英数字・カナの半角 / 全角は区別しません。
例）baudelaire, Baudelaire, BAUDELAIREは同じ検索結果が表示されます。

 書名・著者名の入力方法
書名と著者名は、漢字でもカタカナでも検索できます。また書名や著
者名の一部からでも検索可能です。
著者名で検索する際、西洋の人名は原綴りで入力してください。
例）「神戸の歴史」「神戸␣歴史」「コウベ␣レキシ」

 ワイルドカード（特殊な記号）

前方一致検索 末尾に * を
入力して検索

例) 「capital*」⇒ capital, capitalism, 
capitalist 等を検索

完全一致検索 先頭に # を
入力して検索

例）「#man」⇒ human, Truman, 
Manchester 等を除外

フレーズ検索 文字列を “ ” 
で囲んで検索

例）「”information literacy”」
⇒ ”literacy in the information age” 等を除外



3. 詳細検索
詳細検索を利用すると、より限定した条件で資料を検索できます。

① 検索フィールドの指定
② 論理演算

（AND / OR / NOT）
③ 資料の種類を指定
④ 所蔵館の指定
⑤ その他出版年、言語、

分野等の指定

①
②

③ ④
⑤



4. 詳細検索: 検索フィールド
 資料のタイトルから検索

「タイトルに左の語を含む」から書名検索ができます。

 短いタイトルの資料を検索

「書名(完全形)」を選択すると、入力した語が資料タイトルと完全に
一致する資料のみを検索できます。

 著者名から検索

著者から資料を検索する場合には、「著者名に左の語を含む」を選択
して検索します。



5. 検索結果一覧画面

①資料情報
資料の情報や、
配架場所の情報
を確認できます。

②絞込み
左側のサイドバー
からは条件を指定
して絞込み検索を
行うことができま
す。

③並び替え等
検索結果を並び替
えたり、1ページ
あたりの表示件数
を指定したりでき
ます。

OPAC検索を実行すると、ヒットした資料の一覧が表示されます。
検索結果一覧画面からは、さらに資料を絞り込んだり、検索結果の並び替え
を行ったりすることもできます。

出版年(降順)
＝ 新しい順

②
①

③



6. 詳細表示画面
各資料の詳細は、詳細表示画面から確認することができます。資料を入手す
る際には、まずこの画面を参照してください。

①書誌情報
出版社や出版年など資料の
詳細な情報が記載されてい
ます。

「著者標目」や「件名」な
どのリンクをクリックする
と関連する資料が自動で検
索されます。

②所蔵情報
所蔵館や配架場所、資料の
状態などを確認できます。

資料の「タイトル / 著者名」のリンク
をクリックすると、詳細情報画面が
表示されます。

①

①

②



7. 所蔵情報の見方（図書）
現物資料にアクセスする際には、まず所蔵情報を確認する必要があります。
図書を探しに行く際は、その図書の状態を確認したうえで、配架場所と請求
記号をメモしてから、実際の配架場所に向かうようにしましょう。

①配架場所
どの図書館の、どのスペースに資料が配架してあるかを示しています。
青字をクリックすると、各館室のフロアマップが表示されます。

②請求記号
資料の内容などを基に付与された記号です。
図書館の資料は、この記号の順番で棚に配架されています。

③状態
資料の状態（貸出中 / 禁帯出など）を確認することができます。

① ② ③



8. 請求記号とは
図書館の資料は、資料の背ラベル（請求記号ラベル）に記載された請求記号
の順に配架されています。
また、請求記号内の一部の数字は分類番号でもあり、各学問分野ごとに決
まった番号が付与されています。そのため、ある分野の資料の周辺には、類
似の内容の資料が配架されています。
分類番号は桁が小さくなるほど、より詳細な分野を表します。

例) 519の場合

519

例) 総合・国際文化学図書館の場合
左の請求記号ラベルは、
上段: 3桁までの分類
中段: より詳細な分類
下段: 著者のイニシャル
を表しています。

日本語の本の多くは、
日本十進分類法（NDC）
に基づいて分類番号が
付与されています。



9. 所蔵情報の見方（雑誌）
雑誌や新聞など同じタイトルで定期的・継続的に刊行される資料（定期刊行物）
の所蔵を調べる場合には、配架場所・請求記号に加えて、所蔵巻号を確認する
必要があります。

所蔵巻号の確認
・括弧の外側の数字は”巻”、括弧内の数字は”号”を表します。
・ハイフン ( - ) は、間の巻号を全て所蔵していることを表します。
・カンマ ( , ) は、その間の巻号の所蔵がないこと（欠号）を表します。
・括弧内が空白の場合は、一部の号がないこと（欠号）を表します。
・右端のプラス ( + ) は、最新巻号を継続購読していることを表します。

例) 5(1-3, 7-12), 7-8, 9() 
⇒ 5巻の1号～3号と7号～12号、7巻と8巻の全ての号、および9巻を所蔵しているが、

5巻の4号～6号と6巻、および9巻の一部の号は所蔵がない。



10. 所蔵情報の見方（雑誌）
雑誌や新聞などの定期刊行物は新しい巻号と古い巻号（バックナンバー）とで
配架場所が異なることがあります。所蔵巻号と所蔵館を確認したら必ず詳細な
配架場所まで確認するようにしてください。

配架場所をクリックすると
フロアマップが表示されます。



11. 所蔵情報の見方（電子資料）
OPACで電子資料を検索した際には、「URL」欄のアイコンをクリックすること
で、当該資料を公開しているWebページ等にアクセスすることができます。
電子ジャーナルを検索の際には、アイコンをクリックする前に、「巻号」欄の
注記から閲覧可能範囲を確認してください。

電子資料の中には、学内のイン
ターネット環境からのみアクセ
ス可能なものもあります。
外部から閲覧するにはVPN接続
サービス等をご利用ください。

https://www.istc.kobe-u.ac.jp/
services/StandardService/VPN

VPN接続サービスについて: 

http://www.istc.kobe-u.ac.jp/services/StandardService/VPN


12. 予約／取寄サービス
利用したい資料が貸出中の場合や、最寄以外の図書館にしか所蔵がない場合、
「予約／取寄」欄のアイコンから受取カウンターと連絡方法を指定することで、
「予約／取寄サービス」を申し込むことができます。
準備ができた資料は、希望する図書館のカウンターで受け取ることができます。
各カウンターでの取り置き期間は、1週間程度です。

利用したい資料が、受け取りを
希望する館に、貸出可能な状態
で配架されている場合は、上記
のサービスは利用できません。



13. アカウントサービス
OPACにログインすると、アカウントサービスを利用できます。
「貸出・予約状況照会」の「貸出状況」からは、現在借りている図書の返却
期限の確認と貸出期間の延長申込ができます。
「貸出・予約状況照会」の「貸出・返却履歴」からは、過去に借りた資料を
一覧で確認できます。
アカウントサービスから延長申込も行えます（予約がない場合のみ）。



14. その他の便利な機能
OPACにログインすると、下記の機能も利用できます。
 タグの登録

（各資料の詳細表示画面から）
資料ごとに任意のタグをつけて
管理することができます。

 アラートサービス
あらかじめタイトルの一部や分
類などを登録しておくことで、
該当する条件の資料が購入され
た際にお知らせメールを受け取
ることができます。

 ブックマーク
特定の資料をカテゴリ分けをし
て登録しておくことができます。



15. 神戸大学にない資料の探し方
神戸大学に所蔵がなかったり、少なかったりする場合はOPAC上部のタブを
切り替えて「CiNii Books」で他大学や他機関の資料を検索してみましょう。

「CiNii Books」以外のツールでも、神戸大学で所蔵していない資料を検索でき
ます。
図書や雑誌を探す際の便利なツールについては、「KULiP: 資料／情報の探し方
ガイド」の「図書・雑誌を探す」をご参照ください。
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