京都大学 図書館レファレンス・ガイド

■ 京都大学蔵書検索 KULINE (クライン) の使い方
蔵書検索のコツと便利な機能を知って使いこなそう！
KULINE (クライン) とは？
京都大学の図書館／室に所蔵されている図書や雑誌等が検索できるデータベースです。図書館を使いこなすにはまず、
KULINE (クライン・Kyoto University Libraries Information NEtwork system の略) の使い方をマスターしましょう。
アクセス： 京都大学図書館機構トップページ http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp
⇒ KULINE http://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/
困った時は、ヘルプ
を参照しましょう。
各画面の
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ボタン

でも確認できます。

Point 1 ：タブで検索内容を切り替える
①

蔵書検索

京都大学所蔵の図書・雑誌・電子ジャーナル・電子ブック・貴重書・学位論文を検索

②

論文検索

複数の電子ジャーナル・データベースから雑誌論文を一度にまとめて検索

③

蔵書・論文+ 複数のデータベースから,図書・雑誌・論文や新聞記事等を一度にまとめて検索

④

貴重資料画像 京都大学が所蔵する貴重書・貴重資料画像を検索

⑤

他大学検索

全国の大学図書館などが所蔵している図書・雑誌などを検索

⑥

横断検索

国立国会図書館・近隣大学図書館・近隣公共図書館・書店などの資料を検索

⑦

KURENAI

京都大学学術情報リポジトリ KURENAI で公開されている学術成果を検索

基本的な検索のしかた《図書編》

このほか、分類から検索
する分類検索、全学共通
科目等のシラバス指定図
書リストや、文庫ごとの
貴重書を一覧で見ること
ができる指定図書・貴重
書などもあります。

右の詳細検索画面では、検索条件を詳しく

① [蔵書検索]タブの「簡易検索」画面で、検索したい資料のタイトルや
著者の名前を入力し、
「検索」ボタンを押します。
例題：林春男著『組織の危機管理入門』という図書が、京都大学の
どこの図書館／室にあるかを探す。
まず、簡易検索画面で以下のように入力し、検索ボタンを押します。

指定して、検索することができます。
(例) A 雑誌や電子ジャーナルのみに絞る。
B ある図書館／室の所蔵資料に絞る。
C 図書の出版年を限定する。

B
C

検索のコツ１：キーワードで検索

検索のコツ２：論理演算

いくつかの特徴的な単語を抜き出して、スペースで区切って入力しましょう。
探している資料のタイトルや、著者名を全部入力する必要はありません。
また、いろいろな単語の組み合わせや、同義語・同意語も試してみましょう。
※入力しても検索値としては無視されるストップワードは、省いても結果は変わりません。
(例) 日本語の助詞、西洋語の前置詞・接続詞 (the, of, and, le, über, für) など。
1

キーワードを(空白)
で繋ぐと AND 検索
になります。
(例) 組織 危機

A

■ 京都大学蔵書検索 KULINE の使い方

② 「書誌検索結果一覧」が表示されたら、目的の図書を見つけて、どの図書館／室にあるか確認します。
Point 3：検索結果一覧のみかた

Point 2：検索結果を絞り込む

検索結果は、タイトルや著者名等、簡易な情報の

検索結果は、左の「絞り込み検索」を使って、

みの「簡易表示」と、所在情報も 2 件まで表示

所蔵館・著者名・出版年・件名などで絞り込む

する「詳細表示」に切り替えられます。また、

ことができます。

出版年順などでの並び替えも可能です。

2
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▲「簡易表示」の書誌検索結果一覧
検索語には黄色のマーカーがつきます。

Ｐoint 5：書誌詳細画面のみかた
目的の図書をクリックすると、
「書誌詳細」画面に移ります。

B
A

A 所蔵一覧：所蔵館名をクリックすると、図書館／室のマップ、
開館時間、利用条件等を確認できます。配置場所を
クリックすると、館内マップが表示されます。

5
5
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B 関連情報：関連資料を検索したり、NDL Search など他の検索
サイトや他大学の蔵書を探したりできます。さらに、
文献取り寄せサービスの申込ができます。
☞レファレンスガイド「コピーや図書の取り寄せ方」
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C 書誌詳細：この資料の、より詳細な情報を確認できます。

C
Point 4 ：所在情報をチェックする
所蔵館・配置場所・請求記号の 3 つは、その資料がどこにあるかを
示す、重要な情報です。必ずメモして所蔵館に行ってください。
また、その資料を他の人が借りている時には、
「状態」に「貸出中」
などと表示され、貸出中の図書には、
「予約する」ことができます。
※ECS-ID(情報環境機構の学生アカウント) または、SPS-ID(教職
員グループウェア ID)が必要です。
☞ レファレンスガイド「MyKULINE の使い方(貸出更新・予約編)」

2

各リンクからは、シリーズの
他の巻号や、同一著者の図書、
同じ分類・件名を持つ学内資
料を検索できます。
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基本的な検索のしかた《雑誌・電子ジャーナル編》
例題：American Scientist という雑誌の Vol.98, No.5(2010) が、どの図書館／室にあるかを探す。
⇒ 雑誌名だけで検索します。※ 注意！[蔵書検索]では、雑誌の論文タイトルや論文著者名では検索できません ※
A 雑誌所蔵一覧
紙媒体(冊子体)の所蔵情報です。Vol.98
No.5 は附図と基礎研が所蔵しています。

A

B

受入継続中の雑誌をアラート登録すると、

B 電子ジャーナル・電子ブック

最新号到着時にメールでお知らせします。

ここにリンクがあれば、利用したい出版

☞レファレンスガイド

年を確認してクリックし、次のポップア

「MyKULINEの使い方(新着アラート・マイフォルダ編)」
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ップ画面で ECS-ID またはSPS-ID を入
力、出版社のサイトで本文を閲覧します。

☞レファレンスガイド「電子ジャーナルの利用法」

C 電子資料を探す
をクリックすると、

←2 番目のリンクでは、1995-11-01
からPresent(現在)まで閲覧できます。

電子ジャーナルや他の本文入手方法へと
ナビゲートされます。
☞レファレンスガイド「京大ArticleLinkerの使い方」

Point 6：雑誌の所蔵巻号のみかた
1-3 , 6
…１-３, 6 巻の全号を所蔵しています。
4, 5 巻は、所蔵していません。
2( )- 5( )
書誌変遷リンクから、途中でタイトルが変わったり、
吸収されたりした雑誌の変遷を追うことができます。

…２～５巻を所蔵していますが、欠号
(所蔵していない号)もあります。
23-56, 57(1-5)+
…23 巻以降、全巻所蔵しています。
「+」記号は、それ以降も継続して
受け入れている、ということです。

そのほか検索に便利な機能

閲覧履歴・検索履歴では、ブラウザ
を閉じるまでに閲覧・検索した内容
を確認できます。
テキスト(タブ区切り)形式等での出力や、
文献管理ツールへのエクスポートが可能です。

検索窓に入力すると、その言葉を含む検索語が
サジェストされます。

今までの検索条件を組み合わせて
検索することもできます。
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検索のコツ 3 ：検索記号を使いこなす
KULINE では、検索語と組み合わせるとさらに効率よく検索できる、いろいろな検索記号が利用できます。
検索結果の絞り込みや、曖昧な検索をしたい場合に活用してみましょう。
「＊」
（アスタリスク） 前方一致
例えば、検索したい単語が「japan」でも「japanese」でもよい場合、検索キー「japan」の後ろに「＊」をつけて、
「japan*」と
入力すると、何度も検索する手間を省略できます。一般的に、英語などの西洋言語で検索をおこなう場合、複数形や活用の違いによる
語尾変化に対応できます。さらに、参考文献リスト上で雑誌名が省略されている雑誌を調べる際にも有効です。
例：T. Matsuzawa, The Ai project: historical and ecological contexts, Anim. Cogn. 6 (2003), pp. 199–211.
この論文が収録されている雑誌のタイトルは、下線の「 Anim. Cogn. 」です。詳細検索画面で、資料種別の雑誌と電子ジャーナルにチェックを
入れた上で、タイトルに「Anim* Cogn*」と入力して検索すると良いでしょう。
どこが雑誌名を指すのか分からない場合は… ☞ レファレンスガイド「参考文献リストの見方」

「＃」
（シャープ） 完全一致
検索キーワードと完全に一致するタイトルや著者名での検索結果を得たい場合は、頭に「＃」をつけます。
例えば、
「科学」という雑誌を検索したい場合、タイトルが一般的すぎるので、そのまま検索すると検索結果が多く絞り込みも困難です。
このような場合には、語頭に「＃」をつけて、タイトルに「#科学」と入力して検索すると、そのタイトルに完全に一致する結果だけが
得られます。
前方一致と完全一致を組み合わせた便利な使い方

例：著者が「西田 幾多郎」である図書を全て検索したい。→ 詳細検索画面の「著者名」欄に、
「#西田 幾多郎*」と入力して検索。

KULINE 蔵書検索で見つからなかったら？


検索キーワードを変えて、もう一度、検索を試してみましょう。
同意語・同義語(カタカナの外国語は原綴りで)、入力する単語を減らす、漢字のヨミ(ひらがな・カタカナ)、著者名など、検索キーワー
ドを工夫してみましょう。また、探している資料の書誌情報が誤っていることも多々あります。前方一致の検索記号「＊」を使うこと
で検索を曖昧にし、間違いをカバーできることもあります。



探している資料は 1985 年以前に発行された図書ですか？
おおむね 1985 年以前に京都大学に受け入れられた資料の中には，KULINE では検索できないものもあります。さらに学内の所蔵を
調べる場合は、附属図書館 3 階の全学総合カード目録で検索しましょう。
KULINE で検索できない資料（詳細）


日本語以外で書かれた図書・雑誌等の一部



購読中のタイトルのうち、数年分しか保存しない新聞 (図書館機構ウェブサイトにリストがあります)



1985 年前後以前に京都大学に受け入れられた図書の一部
(学内の各図書館／室では、古典籍資料など、遡って KULINE へ入力する作業を進めています。)



他大学を検索する
学内に所蔵がない場合は[他大学検索]タブや[横断検索]
タブから他大学の所蔵資料を検索し、京都大学の図書館／
室を通じて直接訪問閲覧したり、論文のコピーや図書を取
り寄せたりすることができます。



京都大学図書館機構ウェブサイト ＞ 資料検索
資料の様々な検索方法を紹介していますので、ご覧ください。
(例) 「京都府図書館総合目録ネットワーク」京都府内の公共図書館の所蔵を一括で検索できます。
(https://www.library.pref.kyoto.jp/?page_id=26 )
「CiNii Books」全国の大学図書館等の所蔵を検できます。 (http://ci.nii.ac.jp/books/)

KULINE に対するご質問、ご意見・ご要望は…
各図書館／室および附属図書館１階 参考調査カウンターへ
Email : ref660@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
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