
CONTENTS HInTシステム

・メールや講議情報、スケジュール管理、ネット学
習などを学内外から利用できる個人ポータル
サイトです。

・情報検索
・資料案内

・Webサービス
・企画･学生サポート

・利用案内
・貴重書アーカイブなど

・OPACでは、本学所蔵の資料以外に他大学・機関の図書館の蔵書
 も検索できます。　→P12へ

資料を検索する図書館蔵書検索「OPAC」 資料を収集する図書館ポータル「マイライブラリ」

・マイライブラリでは、その場ですぐに貸出中の資料を予約した
り、資料の購入を依頼したり、他大学・機関の資料の借用・複写を
依頼できる（相互利用制度）など、学習研究に必要な資料を収集
できます。 →P17へ

阪南大学図書館ウェブサイト http://www.hannan-u.ac.jp/lib/

図書館ウェブサイトは、図書館に関するさまざまな情報を掲載するとともに幅広い情報検索ツールの入口とし
て活用できる便利なサイトです。情報収集に役立つ蔵書検索（OPAC）、各種データベースやマイライブラリ
などのメニューにスムーズに入れます。 （携帯サイトは、https://opac-lime.hannnan-u.ac.jp/）

図書館資料の検索方法



発見
検索結果一覧が表示されます。キーワードを入力して虫めがねマークの【検索】ボタンを

クリック。【Enter】キーでも検索を実行できます。

検索・絞る

通常検索 検索項目を意識することなく、幅広い情報から資料を検索できます。

詳細検索 専門的な検索をしたい人向けの検索方法です。

詳細検索
詳細検索モードに切り替わります。

複数のキーワードをスペースで区
切って入力し、プルダウンメニュー
から「すべてを含む」「いずれかを
含む」「いずれも含まない」のどれ
かを指定できます。

OPAC（蔵書検索）で検索する
阪南大学が所蔵している図書・雑誌・視聴覚資料などの資料を、書名や著者名などのキーワードから検索できます。
検索結果から資料の所在・貸出状況などが確認できます。
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複数のキーワードは、スペースで区切って入力します。すべてのキーワードを含む資料が検索されます。（AND検索）

これ使える！

本館所蔵と他大学所蔵を横断的に検索でき、より広い範囲から資料を探すことが
できます。入手する本や資料がまだ決まっておらず、いろいろな場所から幅広く探
したいときに利用すると便利です。

検索項目ごとに個別に条件を指定して検索します。資料の情報（ISBN・出版年・所在
など）が詳細にわかっているときに目的の資料を絞り込んですばやく検索できます。



図書館資料の検索方法

OPAC（蔵書検索）で検索結果を見る
指定した条件にあてはまる資料が「一覧画面」に表示されます。書名をクリックすると、その資料の詳細情報
が表示されます。

一覧画面

■所蔵情報の見方

検索結果の一覧は10件ずつ表示されます。

書名をクリックすると《詳細》
ページが表示されます。

絞り込み
「資料種別」や「著者」などの絞り込み
条件が表示されます。条件を絞り込むに
は、表示されている条件のチェックボッ
クスにチェックを入れて【絞り込む】ボタン
をクリックします。

結果の件数
指定した検索条件にあてはまる資料の
全件数が表示されます。

通常検索の場合、「本学所蔵」「他大学所蔵」
「Cinii論文」「国立国会図書館」など他
のデータベースの検索結果を表示します。

並び順の変更
並び順のリストから、目的の資料に早く
たどり着きそうな並び順を選択します。
「関連度」は検索キーワードの出現率や
適応度、「お薦め順」は「関連度」に加え、
新着日、貸出・予約回数、参照回数から求
めたスコアを高い順に並べた順番です。

図書
別置している資料の場所を特定しや
すくするための記号
資料が置いてある場所
（本館/南分室、フロア、コーナー）
資料の背に付いているラベル
どの書架に並べられているかを表示
資料の管理番号（バーコードの番号）
貸出中などの情報を表示

・別置記号…

・所在………

・請求記号…

・資料ID……
・状況………

OPACから予約する →P15へ

館内地図
「所在」に表示された文字をクリックすると、
棚の位置が表示されます。



詳細（本学所蔵）：雑誌

詳細（本学所蔵）：図書

所蔵データ
所在ごとに、所蔵年や所蔵巻
号が表示されます。
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所蔵データ
対象データベースを「本学所蔵」
とした場合、図書館にある資料
の所在や貸出状況が表示され
ます。資料が貸出中の場合、「状
況」欄には「貸出中（返却予定
日）」と表示されます。

OPACから予約する →P15へ

書誌データ
書名や著者名、出版社、出版年
など資料に関する情報が表示
されます。

巻号情報
他にも巻号がある資料の場合、
【他の巻号を見る】が表示され
ます。

書誌データ
刊年や注記など、資料の情報
が表示されます。

バックナンバーをさがす
巻号や年月で、雑誌のバック
ナンバーを検索できます。

巻号情報
巻号は「最新号」から順に、新し
いものから表示されます。

雑誌
所蔵している雑誌の巻号を表示
数字のみは巻、（　）内は号を表示
資料の背に付いているラベル
資料が置いてある場所
（本館/南分室、フロア、コーナー）
所蔵している雑誌の年の範囲を表示
継続して受入しているかを表示

・所蔵巻号…

・請求記号…
・所在………

・所蔵年……
・受入継続…



認証2
表示されている【予約】ボタンをクリック。
《ログイン》ページへ。

1 予約

予約する資料を確認して希望の「受取場所」を選択。確認画面へ進み、内容を確認して
【この内容で予約】ボタンをクリック。《完了》ページで予約番号が表示され、予約完了。

3 確認・完了

画面でID、パスワードを入力し、
マイライブラリの【ログイン】ボタンをクリック。

※ ID、パスワードは、教育研究ポータル「HInT」へのアクセス
　 と同一です。また既にHInTの入口からログインして
　 いる場合は《ログイン》ページは表示されません。

OPAC（蔵書検索）から予約する
ＯＰＡＣで検索した結果、貸出中の資料は検索結果一覧や検索結果詳細から、予約をすることができます。

図書館資料の検索方法

入力内容の中止や修正をする場
合は、【中止】または【修正】ボタン
をクリックします。

○借用依頼…必要な資料が本学にない場合に、他機関が所蔵する資料の借用を図書館へ申し込む。
○複写依頼…必要な資料が本学にない場合に、他機関が所蔵する資料の複写を図書館へ申し込む。
○購入依頼…必要な資料が本学にない場合に、資料の購入を図書館へ申し込む。

相互利用制度(有料)

「予約」と同様にOPACから次の申し込みができます。 P17「マイライブラリ」へ

予約期限を設定して予約した場合、その日までに図書館が資料を準備できないと自動的に予約は解除
されます。マイライブラリの入手待ち資料欄に、予約した資料の一覧（予約状況）が表示されます。 入手待ちの資料 →P17へ



ブックマークする

ブックマークした資料の確認

ブックマークした資料にはリスト・メモ
などの付加情報を登録できます。

OPAC（蔵書検索）でのブックマーク
広い範囲から目的の資料を探すには、ブックマークの機能を利用すると便利です。複数の資料をブックマーク
しておき、情報を比較しながら最適な資料を探せます。

● 資料ごとにブックマークする
検索結果一覧や詳細ページでブックマークの
【登録】ボタンをクリック。

● 複数の資料をまとめてブックマークする
検索結果一覧で、ブックマークしたい資料に
チェックを付け、上部にあるブックマークの
【一括登録】ボタンをクリック。

画面上部のメニューにある【ブックマーク】をクリック。ブックマークの一覧が表示されます。
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登録したブックマークを次回も利用したい場合は、
マイライブラリにログインしてください。



マイライブラリ
《マイライブラリ》は、図書館からのお知らせ、新着資料の情報、自分が借りている資料や依頼した資料の状況
などが確認できる図書館情報の個人ポータルサイトです。　の「新規申し込み」からは必要な資料が図書館
にない場合にその資料を入手するための依頼申し込みができます。

図書館資料の検索方法
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 お知らせ
図書館からの連絡事項や、
延滞、資料の到着などの優
先度の高い情報が表示され
ます。

1

 新着情報
指定した条件にあてはま
る資料が図書館に入った
ときに、その情報が表示さ
れます。

2

 入手待ちの資料
予約した資料の確認と同
時に、取消もできます。

4

 新規申し込み
資料の購入依頼や、他
大学が所蔵する文献
の複写・資料の借用を
依頼する場合、ここか
ら図書館へ申し込む
ことができます。

5  ブックマーク
ログインしているとき
に保存したブックマー
クの一覧が表示されま
す。リスト・メモなどの
付加情報を変更でき
ます。

6

→P16へ

 履歴
自分がこれまで借りた
本を確認できます。

7  情報
マイライブラリを経由
して、学内端末でしか
利用できないデータ
ベースを学外から利
用できます。

8 9 個人設定
資料の表示件数や並
び順など設定できま
す。

 借用中の資料
　（貸出期間の延長）
現在借りている資料の件
数が表示されます。書名や
返却期限など詳細な情報
も確認できます。また、１回
だけ貸出延長できます。
※返却期日を過ぎていたり、
他の人の予約が入っている
場合は貸出延長できません。

3

Webcat Plus、CiNii、Google Scholar、EBSCOhost、
Nexis Uniなど国内外の複数のデータベースを、１つの
キーワードで同時にまとめて検索できるシステムです。

EDS（データベースの統合検索）

ログイン後は、
ログアウトする

まで状態が保持されます。
利用後は、必ず【ログアウト】
してください。（ブラウザを
閉じてもログアウトしてい
ません。サイトの管理はロ
グイン実行者が責任をもっ
て行ってください。)

マイライブラリは、本学の学生／院生／教職員が利用できるサービスです。
本学「HInTシステム」のID取得者以外は利用できません。
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新着図書を通知～図書の新着条件を設定する～
「新着資料の条件」を指定すると、条件にあてはまる新着図書が表示されます。
自分の探しているテーマやキーワードを登録しておくことで、最新の資料を見逃すことなく常にチェックできます。

発見
複数のキーワードをスペー
スで区切って入力すると、
AND検索ができます。

マイライブラリの「新着情報」欄にある【新着条件を設定する】をクリック。《新着
資料の条件》ページにある【条件追加】ボタンをクリックして表示される《キー
ワードを追加》画面の入力欄にキーワードを入力して【追加】ボタンをクリック。

条件設定

※ 登録できる条件は、最大10件までです。

雑誌の最新号を通知～雑誌の新着条件を設定する～
新着条件として雑誌名を登録することで登録した雑誌名の新着巻号が通知されます。

【新着を通知】ボタンをクリック。新着情報を受け取りたい雑誌の資料の詳細ページを開く。


