
作成者：学習院女子大学図書館ﾚﾌｧﾚﾝｽ･ｻｰﾋﾞｽ担当 
作成日：2010.05.31 

最新更新日：2016.04.01 

 1 / 10 
 

 
 
 
 
 

目次 

Ⅰ.事前調査 

 キーワード 

 入門的な情報源 

Ⅱ.文献収集・所在調査 
 図書を探す 

 雑誌・雑誌記事を探す 

 新聞・新聞記事を探す 

 専門的な情報源 

 類縁機関／その他 

 学習院の図書館にない資料を入手する 

 文献の探し方から入手法まで（フローチャート） 

 
p.1 
p.1 

 
p.2 
p.4 
p.6 
p.7 
p.8 
p.9 
p.10 

 

キーワード 

GLIM/OPAC（オンライン目録）や各種データベースを検索する際に利用するキーワード例です。 
 

マーケティング  戦略  

市場調査 顧客(サービス)(満足) 企業 ブランド 物流 流通 販売促進 

情報（化） 新製品 消費者 広告 購買 競争 優位性 etc. 

 
 

入門的な情報源 

テーマや言葉の意味などが分からない場合は、そのテーマに関連する「キーワード」を手がかり

に百科事典、用語事典を引いてみましょう。そこから新たな情報が得られたら、そこで得たキー

ワードからさらに調査を続けて、情報の量をどんどん増やして行きましょう。 
●図書 

＜本学図書館で所蔵している図書（一例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配架場所 

『世界大百科事典』 改訂新版 平凡社 2007 031/2c 女大図・参考 

『日本大百科全書』 小学館 1984-1994 
（オンラインデータベース「JapanKnowledge」で検索可） 

031/21 女大図・書庫 

『現代用語の基礎知識』 自由国民社 
（オンラインデータベース「JapanKnowledge」で検索可） 

813.7/10 女大図・参考 

 

 

マーケティングに関する 
文献の探し方 

http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
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●データベース 

＜本学で利用できるデータベース（一例）＞ 

データベース 内容 

JapanKnowledge 
         インターネット 学内接続 
同時アクセス数：4 

「日本大百科全書」「現代用語の基礎知識」など一般的な

用語集・百科事典や、「週刊エコノミスト」や「会社四季

報」などの専門分野の資料等、多岐にわたる情報を収録

し、一括検索が可能な総合データベース 
ブリタニカ・オンライン・ジャパン 

          インターネット 学内接続 

同時アクセス数：制限なし 

英語の「Encyclopædia Britannica」と、日本語の「ブリ

タニカ国際大百科事典」の全文検索が可能なデータベース 

※「学内接続」は、GLIM/OPAC の「学習院データベース NAVI」からアクセスします。 

 

図書を探す 

●学内の所蔵を探す 

○テーマの棚に行って探す（ブラウジング） 

図書には 1 冊毎にテーマを表す分類番号が付され、この番号順で書架に並んでいます。 

＜関連分野の分類記号＞ 

335.2 企業および経営史 335.5 企業集中 336 経営管理（ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ） 

673 商業経営・商店 674 広告 675 マーケティング 
 

○GLIM/OPAC で調べる 

GLIM/OPAC（オンライン目録）で本学図書館の蔵書を調べられます。資料の所蔵の有無、

配架場所、請求記号がわかります。配架場所が書庫の場合は、カウンターで請求します。 
＜本学図書館で所蔵している図書（一例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配架場所 

『有斐閣アルマ Advanced . 現代のマーケティング戦略』 
有斐閣 全 4 巻 2004-2006 

675/250/1-4 
 

女大図・開架 

『現代マーケティング・コミュニケーション入門 : はじめ

て学ぶ広告・広報戦略』 三宅隆之著 慶應義塾大学出版会  
2004 

675/246 
 

女大図・開架 

『よく見るあのブランドのマーケティング戦略を見抜

く』 スティーヴ・コーン著 ; 大須賀典子訳  オープンナレ

ッジ  2006 

675/268 
 

女大図・開架 

『わかりやすいマーケティング戦略』新版 沼上幹著  
有斐閣  2008  (有斐閣アルマ ; Basic) 

675/309 
 

女大図・開架 

『Q&A マーケティングの基本 50』 水越康介著 日本経済

新聞出版社 2010. 
675/367 女大図・開架 

『マーケティングのことが面白いほどわかる本 : ポイント

図解 激変する市場で常に顧客満足を生み出し続ける戦略の

基本 34』 江口泰広著 中経出版  2010 （「ポイント図解」

マーケティングのことが面白いほどわかる本） 

675/402 
 

女大図・開架 

http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
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『ニッチ : 新しい市場の生態系にどう適応するか』 ジェ

ームズ・ハーキン[著] ; 花塚恵訳 東洋経済新報社 2013. 
675/483 女大図・開架 

『マーケティングコミュニケーション : 企業と消費者・流

通を結び、ブランド価値を高める戦略』 井徳正吾編・著 ; 
松井陽通著 すばる舎 2013. 

675/488 女大図・開架 

『ブランド戦略から学ぶマーケティング : 消費者の視点か

ら企業戦略を知る』 江上哲著 ミネルヴァ書房 2013. 
675/490 女大図・開架 

『マーケティングに役立つ統計の読み方』 蛭川速著 日本

能率協会マネジメントセンター 2013. 
675/494 女大図・開架 

 
●書誌・文献目録で探す 

参考室に備え付けられている書誌・文献目録とは、当該テーマに関する文献にはどのような

資料があるのかを調べることができる、本を探すための本です。 
読んでいる本の巻末や章末に掲載されている参考文献・引用文献も有用な情報となりますの

で確認しましょう。 
＜学習院の図書館で所蔵している書誌・文献目録（一例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配架場所 

『事例で読むビジネス情報の探し方ガイド : 東京都立中央図

書館の実践から』図書館経営支援協議会編 日本図書館協会  
2005 

015.2/32 
 

女大図・参考 

『経営管理研究実務文献要覧 1978-1984,1985-1987,  
 1988-1990』 日外アソシエーツ 1979-1995 

336/43 女大図・参考／

書庫 

『ビジネス調査資料総覧』 日本能率協会総号研究所マーケテ

ィング・データバンク 
670.5/46A//RP 法経図・参考／

書庫 
 

●国内で刊行されている図書を探す 

＜データベース（一例）＞ 

データベース名 内容 

NDL-OPAC 
http://opac.ndl.go.jp/ 
    インターネット：自宅から利用可能 

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている図書

や雑誌が検索できます。 

CiNii Books 大学図書館の本をさがす 
http://ci.nii.ac.jp/books/ 
    インターネット：自宅から利用可能 

全国の大学図書館等が所蔵する本（図書・雑誌）の情報

が検索できます。 

Webcat Plus 
http://webcatplus.nii.ac.jp/ 
    インターネット：自宅から利用可能 

江戸期前～現代に出版された膨大な書物を対象に、新刊

書の書影・目次など、本に関する様々な情報源を提供。

連想検索機能は、視点を広げるのに便利です。 

Books.or.jp 
http://www.books.or.jp/ 
    インターネット：自宅から利用可能 

国内で発行された、現在入手可能な書籍の検索ができま

す。出版社の HP やオンライン書店へのリンクもありま

す。 

http://opac.ndl.go.jp/
http://ci.nii.ac.jp/books/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://www.books.or.jp/
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国立国会図書館デジタルコレクション 
http://dl.ndl.go.jp/ 
      インターネット：自宅から利用可能 

             図書館内接続 本文あり 

国立国会図書館で収集・保存しているデジタル資料を検

索・閲覧できるサービス。図書館送信資料もカウンター

で手続きすれば閲覧可能です。 

 
雑誌・雑誌記事を探す 

●雑誌の探し方 

○学内の所蔵を探す 

GLIM/OPAC（オンライン目録）で本学図書館の蔵書を調べられます。資料の所蔵の有無、

配架場所、請求記号がわかります。配架場所が書庫の場合は、カウンターで請求します。 
＜学習院の図書館で所蔵している主な雑誌（一例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配置場所 

『エコノミスト』 毎日新聞社 （オンラインデータベース

「JapanKnowledge」や「毎索」で一部閲覧可） 
 女大図・雑誌／書庫 

大学図・2F 雑誌／

東書庫 
法経図・開架／書庫 

『週刊ダイヤモンド』 ダイヤモンド社（オンラインデー

タベース「D-VISION NET」で一部閲覧可） 
 

『週刊東洋経済』 東洋経済新報社  大学図・2F 雑誌／

東書庫 
法経図・開架／書庫 

『日経消費インサイト』（旧『日経消費ウオッチャー』） 日

本経済新聞社産業地域研究所 
330.5/869C//P 法経図・書庫 

『マーケティング・サイエンス : 日本マーケティング・サ

イエンス学会研究報告』 日本マーケティング・サイエン

ス学会 

670.5/40//P 法経図・書庫 

『ブレーン : 広告とマーケティング』誠文堂新光社 670.5/85//P 法経図・書庫 

『季刊マーケティングジャーナル = Japan marketing 
journal』 日本マーケティング協会 

670.5/104//P 法経図・書庫 

 

 ○国内で刊行されている雑誌を探す 

＜本学図書館で所蔵している雑誌目録（一例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配置場所 
『雑誌新聞総かたろぐ』メディア・リサーチ・センター株

式会社 1978- 
※現在刊行されている雑誌、新聞が調べられる。 

027.5/51 女大図・参考 

 

＜データベース（一例）＞ 

データベース名 内容 

NDL-OPAC 
http://opac.ndl.go.jp/ 
    インターネット：自宅から利用可能 

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている図書

や雑誌が検索できます。 

http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
http://opac.ndl.go.jp/
http://dl.ndl.go.jp/


 

 5 / 10 
 

CiNii Books 大学図書館の本をさがす 
http://ci.nii.ac.jp/books/ 
    インターネット：自宅から利用可能 

全国の大学図書館等が所蔵する本（図書・雑誌）の情報

が検索できます。 

Webcat Plus 
http://webcatplus.nii.ac.jp/ 
    インターネット：自宅から利用可能 

江戸期前～現代に出版された膨大な書物を対象に、新刊

書の書影・目次など、本に関する様々な情報源を提供。

連想検索機能は、視点を広げるのに便利です。 

 
●雑誌記事・論文の探し方 

雑誌に掲載される論文は、最新の研究成果として評価できる重要な文献となります。膨大な

雑誌掲載論文の中からテーマに関する論文を探すには、以下のデータベースが有効です。 

 ○記事・論文索引データベース 

＜本学で利用できるデータベース（一例）＞ 

データベース 内容 

CiNii Articles 日本の論文をさがす 
http://ci.nii.ac.jp/ 
インターネット：自宅から利用可能 一部本文あり 

学協会で発行された学術雑誌と大学等で発行

された研究紀要の両方を検索し、検索された論

文の引用文献情報や、「NACSIS-ELS」（学内接

続）に登録された本文を参照したりすることが

可能。 
NDL-OPAC 
http://opac.ndl.go.jp/ 
        インターネット：自宅から利用可能 

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行された

学術雑誌、紀要を中心に人文科学･社会科学・

自然科学の記事情報が検索可能。 

国立国会図書館デジタルコレクション 
http://dl.ndl.go.jp/ 
          インターネット：自宅から利用可能 

                    図書館内接続 本文あり 

国立国会図書館で収集・保存しているデジタル

資料を検索・閲覧できるサービス。図書館送信

資料もカウンターで手続きすれば閲覧可能で

す。雑誌も一部収録しています。 

雑誌記事索引集成 
          インターネット 学内接続 

同時アクセス数：1 

明治から現在までをシームレスに、全国誌から

地方誌までを横断的に検索可能。 

大宅壮一文庫雑誌記事検索 
                  インターネット 学内接続 

同時アクセス数：1 

大宅壮一文庫（雑誌専門図書館）所蔵雑誌の記

事索引。一般雑誌・大衆誌の記事が検索できる。 

経済学文献索引データベース 

             インターネット：自宅から利用可能 
https://dbr.nii.ac.jp/infolib/meta_pub/G00000
13KEIZAI 

経済学関係雑誌等に掲載された文献索引（範

囲：1983-2000）を収録したデータベース。 
我が国の経済学関係の主要な学術雑誌約 1,000
誌が収録対象雑誌となっている。 
2000 年以降はデータ追加なし。 

毎索 (週刊エコノミスト) 

          インターネット 学内接続 

同時アクセス数：1 

毎日新聞の記事のほか、「週刊エコノミスト」

の検索・閲覧もできます（JapanKnowledge と

は利用条件が異なります）。 
 

http://opac.ndl.go.jp/
http://ci.nii.ac.jp/books/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://dl.ndl.go.jp/
http://ci.nii.ac.jp/
https://dbr.nii.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000013KEIZAI
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JapanKnowledge (週刊エコノミスト) 
              インターネット 学内接続 

同時アクセス数：4 

用語集・百科事典や専門分野の辞書のほか、「会

社四季報」や雑誌「週刊エコノミスト」の検索・

閲覧もできます（毎索とは利用条件が異なりま

す）。 
※「学内接続」は、GLIM/OPAC の「学習院データベース NAVI」からアクセスします。 

 
新聞・新聞記事を探す 

●原紙 

○学内の所蔵を探す 

学習院女子大学図書館では各種新聞を購読しています。最新号は図書館 2 階のカウンター

横にあります。バックナンバーはカウンターに請求してください。タイトルによって保存

期間が異なりますのでご注意ください。 

 
○国内で新聞の所蔵を探す 

  ＜データベース（一例）＞ 

データベース名 内容 

国立国会図書館サーチ 

http://iss.ndl.go.jp/ 
  インターネット：自宅から利用可能 

旧「全国新聞総合目録データベース」の内容を収録しており、

日本語の新聞およびタイトルがアルファベットで表記でき

る新聞について、図書館や新聞社など国内約 1300 機関の新

聞の所蔵が調べられます。また、機関別に所蔵している新聞

を一覧できます。 

Webcat Plus 
http://webcatplus.nii.ac.jp/ 
  インターネット：自宅から利用可能 

江戸期前～現代に出版された膨大な書物を対象に、新刊書の

書影・目次など、本に関する様々な情報源を提供。連想検索

機能は、視点を広げるのに便利です。 

 
●新聞記事の探し方 

○データベース 

探しているテーマの新聞記事をテーマ、キーワード、日付等から検索して全文を読むことが

できます。 
＜本学で利用できるデータベース（一例）＞ 

データベース 新聞 収録期間 

聞蔵Ⅱ ビジュアル 
    インターネット 学内接続 

同時アクセス数：2 

朝日新聞 1875～1989 年の紙面イメージの他、

1984 年以降の記事全文が検索・閲覧でき

ます。 

毎索 

    インターネット 学内接続 

同時アクセス数：1 

毎日新聞 1872～1999 年の紙面イメージの他、

1987 年以降の記事全文が検索・閲覧でき

ます。また、「週刊エコノミスト」の検索・

閲覧もできます。 
ヨミダス歴史館 

    インターネット 学内接続 

同時アクセス数：1 

読売新聞 1874～1989 年の紙面イメージの他、

1986 年以降の記事全文が検索・閲覧でき

ます。英字新聞「The Japan News」も

閲覧できます。 

http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://iss.ndl.go.jp/
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日経テレコン 21 
    インターネット 学内接続 

同時アクセス数：3 

日本経済新聞 1981 年以降の日本経済新聞記事全文が

検索・閲覧できます。また、日経産業、

日経流通（MJ）の両紙も閲覧できます。 

産経新聞ニュース検索サービス 
    インターネット 学内接続 

同時アクセス数：1 

産經新聞 1992 年 9 月 7 日以降の朝・夕刊（夕刊は

2002 年 3 月分まで）記事を検索・閲覧で

きます（大阪本社版朝・夕刊は 1998 年

12 月 15 日以降分より）。 
※「学内接続」は、GLIM/OPAC の「学習院データベース NAVI」からアクセスします。 

 
専門的な情報源 

更に深くテーマを掘り下げるには、専門事典、白書、年鑑などの情報源が役立ちます。 
＜学習院の図書館で所蔵している図書（一例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配置場所 

『会社年鑑：全国上場・店頭上場会社版』 日本経済新聞

社 (2006 年版を以って休刊) 
335//1A//P 女大図・参考／

書庫 

『会社総鑑：未上場会社版』 日本経済新聞社 
  (2005 年版を以って休刊) 

335/1(2)//P 女大図・参考／

書庫 

『会社四季報』 東洋経済新報社 335/3//P 女大図・参考／

書庫 

『会社四季報 未上場会社版』 東洋経済新報社 335/4//P 女大図・参考／

書庫 

『マーケティング辞典』改訂版 岩本俊彦[ほか]編 同文

舘出版 2003 
675/95a 女大図・参考 

『マーケティング・リサーチ用語辞典』 新版 日本マーケ

ティング・リサーチ協会編 同友館 1998 
675/111 女大図・参考 

『マーケティング・コミュニケーション大辞典』 宣伝会

議編 宣伝会議 2006 
674/124 女大図・参考 

『経済・ビジネス基本用語 4000 語辞典』日本経済新聞出

版社編 日本経済新聞出版社 2009 
330.3A/N71k 
 

大図・2F 参考／

法経図・参考 

『実戦ヒット商品をつくるマーケティング事典』 石附雄

一著 ; 辞典編集部編 学習研究社 2003 
675.1/266 大図・2F 参考 

『基本マーケティング用語辞典』 新版 出牛正芳編著 白

桃書房 2004 
675.1/119a 
 

大図・2F 参考 

『日経 MJ トレンド情報源 : 流通経済の手引』 日本経済

新聞社編 日本経済新聞社 2004 
675/5A/ 法経図・参考／

書庫 

＊その他、各企業の社史 例)『ＹＫＫ五十年』など 

 

 

 

http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
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○データベース 

＜本学で利用できるデータベース（一例）＞ 
データベース名 情報内容 

D-VISION NET 
      インターネット 学内接続 
同時アクセス数：2 

ダイヤモンド社が収集した会社情報、事業所情報を収録。

「週刊ダイヤモンド」や「Chain Store Age」等の雑誌の

検索・閲覧もできます。 
JapanKnowledge 
         インターネット 学内接続 
同時アクセス数：4 

用語集・百科事典や専門分野の辞書のほか、「会社四季報」

や雑誌「週刊エコノミスト」の検索・閲覧もできます。 

日経テレコン 21 
      インターネット 学内接続 

同時アクセス数：3 

新聞記事のほか「日経業界地図」、「日経会社情報」、

「日経大予測」、「日経 NEEDS 業界解説レポート」や

統計データ（NEEDS）、日経 POS 情報・売れ筋商品ラ

ンキング等マーケティング情報も利用できます。 
※「学内接続」は、GLIM/OPAC の「学習院データベース NAVI」からアクセスします。 

 
類縁機関／その他 

●類縁機関 

○「国立国会図書館」 http://www.ndl.go.jp/ 
  〒100-8924 東京都千代田区永田町 1-10-1 電話： 03-3581-2331（代） 
    ※リサーチ・ナビ（経済・産業） http://rnavi.ndl.go.jp/business/ 
○「東京都立中央図書館」 http://www.library.metro.tokyo.jp/12/index.html 
   〒105-8575 東京都港区南麻布 5-7-13 電話： 03-3442-8451（代） 
    ※ビジネス情報サービス http://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/384/Default.aspx 
○「神奈川県立川崎図書館」 https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/index.html 
  〒210-0011 神奈川県川崎市川崎区富士見 2-1-4 電話： 044-233-4537（代） 
  ※ビジネス支援室 https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/guide/guide.htm 
○「神戸大学経済経営研究所附属企業資料総合センター」 

   http://www.rieb.kobe-u.ac.jp/liaison/index-j.html 
   〒657-8501  兵庫県神戸市灘区六甲台町 2-1  電話： 078-803-7272 
  ○「中央大学企業研究所」 http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/ins_business/index_j.html 
   〒192-0393 東京都八王子市東中野 742-1  電話： 042-674-3272 
 

●その他 

○「日本能率協会総合研究所」  http://www.jmar.co.jp/index.html 
○「マーケティング最強リンク集」 http://www.tukimakuri.com/marketing.htm 

○「JMR 生活総合研究所」 http://www.jmrlsi.co.jp/ 
 「マーケティング用語集」 http://www.jmrlsi.co.jp/mdb/yougo/index.html 
 
 
 

http://glim-ir.glim.gakushuin.ac.jp/opac2/
http://www.ndl.go.jp/
http://rnavi.ndl.go.jp/business/
http://www.library.metro.tokyo.jp/12/index.html
http://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/384/Default.aspx
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/index.html
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/guide/guide.htm
http://www.rieb.kobe-u.ac.jp/liaison/index-j.html
http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/ins_business/index_j.html
http://www.jmar.co.jp/index.html
http://www.tukimakuri.com/marketing.htm
http://www.jmrlsi.co.jp/
http://www.jmrlsi.co.jp/mdb/yougo/index.html
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学習院の図書館にない資料を入手する 

●所蔵している図書館や機関を調べる 

 

＜データベース（一例）＞ 

データベース名 内容 

NDL-OPAC 
http://opac.ndl.go.jp/ 
  インターネット：自宅から利用可能 

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている図書

や雑誌が検索できます。 

CiNii Books 大学図書館の本をさがす 
http://ci.nii.ac.jp/books/ 
  インターネット：自宅から利用可能 

全国の大学図書館等が所蔵する本（図書・雑誌）の情報

が検索できます。 

カーリル 日本最大の図書館蔵書検索

サイト 

https://calil.jp/ 
      インターネット：自宅から利用可能 

全国 6000以上の図書館から書籍とその貸し出し状況を

簡単に横断検索できるサービスです。 
地域を限定しての横断検索も可能です。 

国立国会図書館サーチ 

http://iss.ndl.go.jp/ 
  インターネット：自宅から利用可能 

国立国会図書館の所蔵資料に加え、全国の公共図書館、

公文書館、美術館や学術研究機関等が所蔵する資料の図

書・雑誌記事を横断検索できます。 

 

●閲覧／文献複写／現物貸借／購入を依頼する。 

探している資料が学習院の図書館で所蔵していなかった場合は以下のサービスが利用できま

す。レファレンス・カウンターにお越しください。 
○閲覧 

他大学図書館・その他の類縁機関の資料を閲覧することができます。訪問する際には、紹介

状（資料利用願）が必要です。 
○文献複写・現物貸借 

国立国会図書館・他大学図書館等の類縁機関が所蔵している資料の複写・借り出しができま

す。有料のサービスとなりますのでご注意ください。 
○購入依頼 

購入してほしい本がある場合は、GLIM/OPAC の My GLIM の｢購入申込｣より依頼してく

ださい。 
＊購入希望理由を必ず入力してください。 

 
  

http://opac.ndl.go.jp/
http://ci.nii.ac.jp/books/
http://iss.ndl.go.jp/
https://calil.jp/
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文献の探し方から入手法まで －フローチャート－ 

は じ め 

特定のテーマの 
資料を探す 

資料名がわかって
いる 

調査に必要な資料 

二次資料 
・文献目録 
・抄 録 
・索 引 
引用文献 
参考文献 

DB 検索 
・オンライン 
・CD/DVD-ROM 

文献リスト 
（調査・検索結果） 

GLIM/OPAC 

 所蔵図書館 
 研究室で利用 

CiNii Books 
NDL OPAC 
他大学 OPAC 等 

レファレンス・ 
カウンター 
・利用相談 
・相互利用の窓口 
①訪問利用 
②文献複写 
③相互貸借 

所蔵しているか 

資 料 の 入 手 

（利  用） 

所蔵があるか 

 他大学/他機関 
 図書館に 
 相互利用申込 

他大学/他機関

図書館 

学習院の所蔵 

調
べ
方
が
わ
か
ら
な
い 

 
 
 
 

相
談 

      通常の流れ 
    YES 
      NO 


