
　

番号 名称 概要 説明

総合

1 CiNii Books
国立情報学研究所（NII）が提供する、全国の大学図書館等が所蔵
する図書・雑誌の総合目録データベース。図書、雑誌について、
どの機関に所蔵されているかがわかる。

CiNii　Books に
ついて

2 Webcat Plus

全国の大学図書館や国立国会図書館の所蔵する図書目録に加え、
目次情報や内容情報（概要・帯・ カバーからの情報）を情報源と
しているので、広範囲な資料を検索することができる。
「一致検索」と「連想検索」からなり、探す資料が特定していな
い場合は、連想検索が広く検索できる

収録データ

3 NDL ONLINE

国立国会図書館が所蔵している、図書、雑誌、新聞、電子資料、
和古書・漢籍、博士論文、地図、録音映像資料、規格リポート類
などを検索できる。また、学術雑誌を中心とした国内刊行雑誌の
記事も検索できる。

国立国会図書館オ
ンラインについて

4 国立国会図書館サーチ

国立国会図書館をはじめ、全国の公共図書館、公文書館、美術館
や学術研究機関等が提供する資料、デジタルコンテンツを統合的
に検索し、可能な限り入手手段まで案内することを目的とする
サービス

機能概要

5
ジャパンサーチ（JAPAN
SEARCH）

書籍等分野、文化財分野、メディア芸術分野など、さまざまな分
野のデジタルアーカイブと連携して、我が国が保有する多様なコ
ンテンツのメタデータをまとめて検索できる「国の分野横断型統
合ポータル」

ジャパンサーチの
概要

6 Google ブックス
Googleが提供する書籍の全文検索サービス。書籍内の全文を対象
に検索を行なうことができ、書籍によっては全文が閲覧できる

Google ブックス
について

7
人間文化研究機構
nihuINT統合検索システ
ム

人間文化研究機構6機関及び国会図書館・京都大学地域研究統合情
報センター等のデータベースを統合的に検索可能（平成28年2月末
現在でデータベースは160以上、レコード数は550万以上）

利用者用マニュア
ル

8 東文研 総合検索
東京文化財研究所で管理する図書情報や、各研究部門のプロジェ
クトで作成されるデータベースが検索できる

9
奈良文化財研究所データ
ベース

所蔵図書、『全国木簡出土遺跡・報告書』『全国遺跡報告総覧』
ほか木簡、文書、遺跡、文化財動画ライブラリーなど各種データ
ベースや木簡くずし字解説システム等を検索できる

10
国際日本文化研究センター
（日文研）データベース

国際日本文化研究センターが収集した日本研究資料、研究成果や
他機関所有の日本研究資料などのデータベース。図書情報のほ
か、地図、写真、絵画、文書、浪曲レコードSPなど様々なデジタ
ルアーカイブも検索できる
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図書・雑誌を探す

　　　図書・雑誌を探すために便利なweb上の資源について紹介します。
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https://ci.nii.ac.jp/books/
https://support.nii.ac.jp/ja/cib/cinii_books
https://support.nii.ac.jp/ja/cib/cinii_books
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://webcatplus.nii.ac.jp/faq_009.html
https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/
https://ndlonline.ndl.go.jp/static/ja/help-1/index.html?lang=ja
https://ndlonline.ndl.go.jp/static/ja/help-1/index.html?lang=ja
https://iss.ndl.go.jp/
https://iss.ndl.go.jp/information/function/
https://jpsearch.go.jp/
https://jpsearch.go.jp/
https://jpsearch.go.jp/about
https://jpsearch.go.jp/about
https://books.google.com/
https://books.google.co.jp/intl/ja/googlebooks/about.html
https://books.google.co.jp/intl/ja/googlebooks/about.html
https://int.nihu.jp/
https://int.nihu.jp/
https://int.nihu.jp/
https://int.nihu.jp/resource/pdf/manual_ja.pdf
https://int.nihu.jp/resource/pdf/manual_ja.pdf
https://www.tobunken.go.jp/archives/
https://www.nabunken.go.jp/publication/
https://www.nabunken.go.jp/publication/
https://www.nichibun.ac.jp/ja/db/
https://www.nichibun.ac.jp/ja/db/


図書館を探す

11
国内大学図書館関係のWWW
サーバ

東京工業大学附属図書館が運営する日本国内の大学図書館関係の
リンク集

URL掲載機関につ
いて

12 図書館リンク集 日本図書館協会が作成している図書館、図書館関係機関リンク集

13 カーリル　図書館マップ
日本全国の公共図書館・大学図書館・専門図書館あわせて約7,400
館（2022年6月現在）の図書館を検索できる。現在位置から近くの
図書館を見つけることもできる

カーリルとは
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https://www.libra.titech.ac.jp/about/libraries_index
https://www.libra.titech.ac.jp/about/libraries_index
http://www.libra.titech.ac.jp/about/libraries_note
http://www.libra.titech.ac.jp/about/libraries_note
https://www.jla.or.jp/link/tabid/95/Default.aspx
https://calil.jp/library/
https://calil.jp/doc/about.html


図書館の蔵書を探す

14 東京国立博物館　図書検索
東京国立博物館で所蔵する図書、展覧会カタログ、雑誌、報告
書、埋蔵文化財発掘調査報告書、売立目録、複製本などが検索で
きる

資料館利用案内の
ページ

15 ALC美術図書館横断検索

神奈川県立近代美術館美術図書室、国立工芸館アートライブラ
リ、国立国際美術館、国立新美術館アートライブラリー、国立西
洋美術館研究資料センター、東京国立近代美術館アートライブラ
リ、東京国立博物館資料館、東京都江戸東京博物館図書室、東京
都現代美術館美術図書室、東京都写真美術館図書室、東京都美術
館美術情報室、横浜美術館美術情報センター（休止中。2023年度
再開予定）、吉野石膏美術振興財団アートライブラリーの蔵書と
CiNii Booksを横断検索できる

美術図書館連絡会
（ALC）について

16 東京都立図書館
東京都立中央図書館、東京都立多摩図書館の蔵書を検索できる。
江戸・東京に関する資料案内や都立図書館の江戸・東京関係のデ
ジタル化資料を検索・閲覧できる「TOKYOアーカイブ」もある

参考　TOKYOアー
カイブ

17 東京都立図書館統合検索 東京都内の公立図書館等の蔵書を横断検索できる 統合検索の概要

18 カーリル
全国の図書館の蔵書情報と貸し出し状況を簡単に検索できるサー
ビス。Amazon等のデータベースとも連動している

カーリルとは

販売されている図書を探す

19
Books 出版書誌データベー
ス

一般社団法人日本出版インフラセンターが運営する書籍検索サイ
ト。国内で発行され現在入手可能な書籍を収録

利用規約

20 紀伊國屋書店ウェブストア
紀伊國屋書店が運営するインターネット書店・電子書籍ストアサ
イト

サイトのご利用案
内

21 honto
丸善、ジュンク堂、文教堂などの店舗とネット通販、電子書籍が
連動したハイブリッド総合書店

hontoとは?

22 版元ドットコム

版元ドットコムは、版元（出版社）が自由な意思のもとに集まっ
てつくった会員制の団体。書名、著者名、表紙、目次、著者プロ
フィールなどの情報もデータベース化し公開・提供するサービ
ス。近刊情報や試し読みできる図書もある

版元ドットコムと
は

23 Amazon Amazon.comの日本語版（リンク先はカテゴリーの｢本｣）

古書を探す

24 日本の古本屋
東京都古書籍商業協同組合インターネット「日本の古本屋」事業
部が運営する古書のデータベース。古書の検索のほか、古書店検
索、古本まつり情報などを見ることができる

ご利用ガイド

25 スーパー源氏
株式会社 紫式部が運営する日本の古本・古書検索サイト。詳細検
索、専門的分類、フィーリング分類と多彩な検索方法があり、日
本全国の古書店（加盟店）を都道府県別、市町村別に探せる。

使い方ガイド

海外の図書館の蔵書検索

26
WorldCat (OCLC Online
Union Catalog)

アメリカのOCLC(Online Computer Library Center)が提供する世
界最大の書誌データベース。北米を中心とした世界各国のOCLC加
盟館の所蔵情報を調べることができる

What is
WorldCat?

27
Library of Congress
Online Catalog

アメリカ議会図書館（Library of Congress）の蔵書目録 Online Catalog

28 Library Hub Discover イギリスの図書館の横断検索。2019年7月にCOPACより移行 Search help

3

https://webopac.tnm.jp/
https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=138
https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=138
https://alc.opac.jp/search/all/
https://alc.opac.jp/search/help/about.html
https://alc.opac.jp/search/help/about.html
https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/
https://archive.library.metro.tokyo.lg.jp/da/top
https://archive.library.metro.tokyo.lg.jp/da/top
https://www-std-pub02.ufinity.jp/metro/index.php?page_id=8027
https://www-std-pub02.ufinity.jp/metro/index.php?page_id=133
https://calil.jp/
https://calil.jp/doc/about.html
https://www.books.or.jp/
https://www.books.or.jp/
https://www.books.or.jp/books-terms
https://www.kinokuniya.co.jp/
https://store.kinokuniya.co.jp/user-guide/
https://store.kinokuniya.co.jp/user-guide/
https://honto.jp/
https://honto.jp/about.html
https://www.hanmoto.com/
https://www.hanmoto.com/about_hanmotodotcom
https://www.hanmoto.com/about_hanmotodotcom
https://www.amazon.co.jp/%E6%9C%AC-%E6%9B%B8%E7%B1%8D-%E9%80%9A%E8%B2%A9/b?ie=UTF8&node=465392
https://www.kosho.or.jp/
https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=74
https://www.supergenji.jp/
https://www.supergenji.jp/information/
https://www.worldcat.org/
https://www.worldcat.org/
https://www.worldcat.org/whatis/default.jsp
https://www.worldcat.org/whatis/default.jsp
https://loc.gov/
https://loc.gov/
https://www.loc.gov/rr/main/inforeas/opac.html
https://discover.libraryhub.jisc.ac.uk/
https://discover.libraryhub.jisc.ac.uk/support/search-help/


29
Explore the British
Library

大英図書館の蔵書検索
Guide to Explore
the British
Library

30
KVK - Karlsruher
Virtueller Katalog

ドイツ語圏各地の総合目録と欧米主要国の国立図書館の蔵書検索
40サイトを横断検索する

KVK Hilfe und
Infos

31
Art Discovery Group
Catalogue

世界の美術図書館の蔵書を横断的に検索できる図書館横断検索シ
ステム

About Art
Discovery

東京国立博物館　博物館情報課情報資料室
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http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/search.do?vid=BLVU1
http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/search.do?vid=BLVU1
https://www.bl.uk/help/guide-to-explore-the-british-library
https://www.bl.uk/help/guide-to-explore-the-british-library
https://www.bl.uk/help/guide-to-explore-the-british-library
https://kvk.bibliothek.kit.edu/?digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0
https://kvk.bibliothek.kit.edu/?digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0
https://www.bibliothek.kit.edu/kvk-hilfe.php
https://www.bibliothek.kit.edu/kvk-hilfe.php
https://artlibraries.on.worldcat.org/discovery
https://artlibraries.on.worldcat.org/discovery
https://artdiscovery.net/art-discovery/
https://artdiscovery.net/art-discovery/

