京都大学 図書館レファレンス・ガイド

■ MyKULINE でオンライン購入依頼 (教職員対象)
Web で図書購入を依頼することができます
0. はじめに
MyKULINE のオンライン購入依頼サービスを利用するには、
次の条件を満たしている必要があります。
購入依頼サービスの利用
購入依頼で使用する予算
者が、予算責任者等やそ
を扱う部局の図書館/室
の依頼代行者ですか?
購入依頼したい資料が
がオンライン購入依頼サ
* 予算責任者には、科研費の代
「図書」ですか?
ービスの提供館ですか?

「オンライン購入依頼
利用申請書」を提出し
ていますか?

イン購入依頼利用申請書」は図

* 「MyKULINE 等利用申請書」
を既に提出している場合でも、
別途提出してください。
「オンラ

* 雑誌を購入依頼する場合は、

* サービス提供館については、

表者・研究分担者を含みます。

これまで通りご所属の図書館/

図書館機構サイトで確認するこ

詳細は使用する予算を扱う部局

書館機構サイトからダウンロー

室に直接ご相談ください。

とができます。

の図書館/室でお尋ねください。

ドすることができます。

1. 申込方法
オンライン購入依頼の申込には、次の 3 つの方法があります。
京都大学蔵書検索 KULINE にアクセスして
* 京都大学図書館機構トップページ http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp→ KULINE http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp
KULINE の蔵書検索や他大学検索で購入依頼したい資料が hit

申込方法 A
Yes

No
KULINE の横断検索で購入依頼したい資料が hit

申込方法 B
Yes

No
カタログなどから自分で書誌情報を全て入力

申込方法 C

申込方法 A -蔵書検索や他大学検索から書誌情報を流用する1

KULINE トップページの
検索します。

や

のタブで資料を

2

書誌検索結果一覧画面で資料を確認後、タイトルをクリックして書誌詳細
画面に進みます。

3

画面右メニューの関連情報にある「図書購入依頼」をクリックします。

4

SPS-ID(教職員グループウェア ID)とパスワードを入力して、
「Login」
。

1

2
3

4
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申込方法 B -横断検索から書誌情報を流用する1

KULINE トップページの

2

検索結果一覧画面で資料を確認後、購入依頼したい本の
をクリックします。

3

表示された各種申込にある「購入依頼」をクリックします。

4

タブで資料を検索します。

SPS-ID(教職員グループウェア ID)とパスワードを入力して、
「Login」
。

2
1

3
4

申込方法 C -書誌情報を最初から入力する1

KULINE トップページの 左メニューにある「図書購入依頼」をクリック
します。

2

SPS-ID(教職員グループウェア ID)とパスワードを入力して、
「Login」
。

2

1

オンライン購入依頼サービスにログインできない場合は…
「オンライン購入依頼利用申請書」
を提出しましたか?
「MyKULINE 等利用申請書」とは
別に提出する必要があります。

身分が教職員かつ予算責任者等ま
たはその購入依頼代行者ですか?
図書館に登録されている身分が教
職員でなければ、このサービスにロ
グインできません。

使用したい予算を管理する図書館/
室がオンライン購入依頼サービス
に参加していますか?

困ったときは最寄りの図書館/室や下記までご連絡ください。

京都大学図書館機構 情報資源管理部会 オンライン購入依頼サービス担当
E-mail：ram-uke2 _at_ mail2.adm..kyoto-u.ac.jp (_at_ → @ ）/ Tel：075-753-2647
また下記 URL のページも合わせてご覧ください。

京都大学図書館機構 > サービス > オンラインサービス > オンライン購入依頼のご案内
http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/modules/service/index.php?content_id=70
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2. 依頼情報の入力
1
資料情報を入力してください。
・KULINE の検索結果から申込(申込方法 A,B)では、
資料情報は自動入力されます。
・書誌典拠は必須項目です。空欄の場合は、購入依頼
したい資料を見つけたウェブサイトやカタログの名
前を入力してください。
・自分で書誌情報を全て入力する申込(申込方法 C)の
場合は「タイトル+ISBN」または「タイトル+著者+
出版者」を必ず入力してください。

連絡先を入力してください。
2
・ここで選択・入力したメールアドレス宛に購入依頼
受付完了メールが送信されます(30 分に 1 回の頻
度で複数の依頼をまとめて送信)。また、購入図書が
到着したときや、図書館/室が依頼について利用者に
問い合わせたいときも、この連絡先を使います。
・受信したいメールのサイズに合わせて「通常メール」
または「携帯メール」を選択してください。
・
「E-mail」や「連絡先」には図書館に登録されてい
る電話番号や過去に MyKULINE で申込した際に追
加したメールアドレスが表示されています。プルダ
ウンメニューから選択してください。
・
「E-mail」や「連絡先」に希望するメールアドレス
や電話番号がない場合は、それぞれ「E-mail の変更」
や「上記以外の連絡先」に入力してください。ただ
し、ここで新しい連絡先を入力しても、図書館に登
録されている連絡先は変更されません。

1

2

3 予算情報を選択してください。
・使用予算：
「予算選択」をクリックすると、別画面が
開きます。今回の購入依頼で使用する予算を選択し
てください。ここに使用したい予算がない場合は、
その予算を管理する図書館/室までお問い合わせく
ださい。
・プロジェクト：使用する予算のプロジェクトがある
場合は、プルダウンメニューからコードを選択して
ください。ここに選択したいコードがないときは、
何も選択せずに、
「5. 通信欄」の「依頼者からのコ
メント」に入力してください。
・使用期間：購入依頼する図書の使用期間が 1 年以上
に及ぶ場合は「資産」を、1 年未満の場合は「費用」
を選択してください。どちらか不明な場合は、その
予算を管理する図書館/室までお問い合わせくださ
い。

3

4

発注担当館と部数を選択してください。
・発注担当館とは、3 で選択した予算を管理する部局
の図書館/室のことです。
プルダウンメニューから選
択してください。選択肢に該当する図書館/室がない
場合、その予算を管理する図書館/室までお問い合わ
せください。

4

5

通信欄を入力してください。
・3 のプルダウンメニューに使用したいプロジェクト
コードがないときは、ここに入力してください。
・発注担当館の図書館/室に何か連絡することがある場
合は、ここに入力してください。

5
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3. 依頼内容確認と依頼完了通知

依頼内容を印刷して控えを
とる場合は、ここをクリック

依頼内容確認の画面が表示されたら、内容を確認し、
間違いがなければ、
「決定」をクリックします。
間違いがあれば、
「入力画面に戻る」をクリックして、
依頼内容を訂正してください。

依頼完了通知の画面が表示されたら、申込完了です。
オンライン購入依頼を終了する場合は「終了する」
をクリックします。
続けて同じ図書の依頼をする場合は「続けて依頼す
る」をクリックしてください。
別の図書の依頼をする場合は「終了する」をクリッ
クして、図書を再検索してください。

申込が完了した購入依頼をキャンセルしたい場合は.

オンラインでキャンセルすることはできません。
発注担当館までお問い合わせください。

4. 購入依頼情報の確認
MyKULINE で購入依頼の情報や依頼の進捗状況を確認することができます。

1

2

3

「状態」欄に表示される内容
状態

4

発注準備

発注済
到着済

内容
購入依頼後、図書館/室が図書を発注する前の
状態
購入依頼後、図書館/室が図書を書店等に発注
して、図書が納品される前の状態
書店等から図書が納品され、検収した後の状態

取消

図書館/室が購入依頼を取り消した状態

謝絶

品切れによる入手不可等の理由により、購入依
頼がキャンセルとなった状態

・MyKULINE から購入依頼をキャンセルすることはできません。
・
「一覧から削除」をクリックすると、一覧からデータを削除するこ

書誌事項項目のタイトル等をクリックすると、購入
依頼詳細画面が表示されます。
プロジェクトコードや使用期間、依頼者からのコメ
ントといった一覧画面では表示されない項目も確認
することができます。
4

とができます。自分で元に戻すことはできません。ただし、状態が
「発注準備」のレコードは削除することができません。
・図書到着の連絡や購入依頼キャンセルについては、図書館/室より
メール等でもご連絡します。
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