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図書館利用クイックガイド Kagoshima University Library 

包括的学術情報検索サービス「まなぶたSearch」を使ってみる！ 

まなぶたSearch 
「まなぶたSearch」では、情報資源のタイプ～紙、電子などの媒体、また、図書・論文・記事などの形態・

種類～を問わず、膨大な学術情報を、１つの検索窓からまとめて探すことができます(※)。 

探している学術情報がどんな形で存在しているかを意識せずに、あなたに必要な学術情報を発見できます。 

※このような検索ツールは「[ウェブスケール・]ディスカバリ・サービス」と呼ばれ、近年、国内外の大学等で導入が進んでいます。鹿児

島大学では、ディスカバリ・サービス商品の一つ「Summon」を採用し、「まなぶたSearch」の愛称でサービスを提供しています。 

こんなときに 

おすすめ！ 

文献検索の初期段階に 視点を変えた文献検索に 

「どのデータベースを使えばいいのかわからない」と迷

う必要はもうありません。学術情報を探したい時には、

まずは「まなぶたSearch」で検索してみてください。 

普段は特定の文献データベース利用で充足しているとい

う方も、検索対象が膨大な「まなぶたSearch」でも検

索してみると、意外な発見があるかもしれません。 

<アクセス方法> 

以下のいずれでもアクセスできます： 

1. 鹿児島大学附属図書館HP( https://www.lib.kagoshima-u.ac.jp/ )の検索窓（「まなぶたSearch」タブが選択された

状態）に検索キーワードを入れて検索 

<検索のポイント> 

・キーワードをスペースで区切ると、デフォルトではAND検索になります。OR、NOTのブール値も使用できます。  

・“ ” を使ってフレーズ検索ができます。  

・「まなぶたSearch」では大量の学術情報がヒットするため、検索結果を「絞り込む」ことが非常に重要です。検索結果一

覧画面の多彩な絞り込み機能を活用できます（3・4ページ目参照）。 

 あらかじめ検索条件を細かく指定してから検索を行いたい場合は、詳細検索画面をご利用ください（2ページ目参照）。 

図書館HPから検索できます 

2. 鹿児島大学附属図書館HP→「サービス一覧」→「本・雑誌を探す・利用する」項中の「まなぶたSearch」をクリック 

3. http://kagoshima.summon.serialssolutions.com/ から直接アクセス 

<利用のポイント> 

・「まなぶたSearch」は学内外から利用できますが、学内ネットワークに接続された端末から利用す

ると、学内で利用できる情報資源（電子ジャーナル・電子書籍等）へのスムーズな連携が行われ、最

大限に活用することができます。 

・スマートフォンでも最適化表示されます。いつでもどこでも思い立った時に気軽にご利用くださ

い。 アクセス先QRコード→ 
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<検索画面の簡易・詳細モードを切り替える> 

「まなぶたSearch」には大量の学術情報が採録されているため、検索結果をうまく「絞り込む」ことが非常に重要です。 

検索結果一覧画面の絞り込み機能を活用するほか、詳細検索画面であらかじめ検索条件を細かく指定してから検索を行うのも

一つの方法です。 

詳細検索画面 

簡易検索画面 

検索条件を細かく指定 

してから検索できます 

「アドバンス」の文字列が 

見当たらないときは、 

Menuアイコンをクリック 

サイドバーが展開されます。 

「詳細検索」の文字列を 

クリック 

検索窓そばにある 

「アドバンス」の文字列を 

クリック 

もしくは 

 資料種別（Content type）は、以下から選択できます（複数選択可）： 

アーカイブ資料／ウェブ資料／データセット／テクニカルレポート／ニュースレター／プレゼンテーショ

ン／ポスター／マイクロフォーム／レポート／映像資料／画像／会議録／学位論文／楽譜／業界誌／研究論

文／雑誌／雑誌 / 電子ジャーナル／雑誌記事／雑誌論文／参照／市場調査／手稿／出版物／書評／章／新

聞／新聞記事／図書or 電子書籍／政府文書／地図／電子リソース／特許／標準／録音資料（非音楽） 
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<検索結果一覧> 

■絞り込みA■ 

検索キーワードを追加し

て再検索することで、絞

り込みを行えます。 

■絞り込みB■ 

さまざまな切り口で、自

分の目的や好みに応じた

絞り込みを行うことがで

きます。ここをうまく使

いこなすと効率的な情報

検索ができます。 

→次ページ参照 

■並べ替え■ 

検索結果一覧の並び順を

変更できます： 

適合度順 

日付（新しい順） 

日付（古い順）  

■検索結果一覧■ 

資料種別がアイコンで識

別できます。 

Web上で本文が読めるも

のには、アイコンに 

   （オンライン）の

マークが付いています。 

■関連情報■ 

入力した検索キーワード

に関連する、JapanKno

wledgeのコンテンツが表

示されます。JapanKno

wledgeに対応するコンテ

ンツがない場合には、Wi

kipedia上の情報を表示し

ます。 

絞り込みB 

絞り込みA 

並べ替え 

検索結果一覧 

関連情報 

<検索結果一覧ページの便利な機能> 

入力した検索キーワードに適した専門データベースや関連情報を提示する機能があります（検索結果リストの上に表示されま

す）。あわせてご活用ください。 

例）「新聞」を探している人に、新聞記事

データベースや閲覧コーナーを紹介 

 
「絞り込み」 

・「本文(オンライン版)あり」→Web上で本文が読めるもの

（電子ジャーナル・電子書籍等）のみに絞ることができます。 

・「ブックマCatalog(学内所蔵)」→冊子体資料で、鹿児島大学

に所蔵のある資料のみに絞ることができます。 

「資料種別で絞り込む」 

・雑誌論文／図書or電子書籍／雑誌or電子ジャーナル／会議

録／学位論文／研究論文／レポート 等々。 

・複数の資料種別を選択指定できます。 

「発行年月日」 

・スライダーを動かしたりカレンダーから選んだりすること

で、日付範囲を指定できます。 

・最新12か月／最新3年間／最新5年間 を簡便に指定するこ

ともできます。 
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<絞り込み例> 

  （例1） 

鹿大で所蔵されている図書だけを対象にして

探したい 

 

→絞り込み項は「ブックマCatalog(学内蔵

書)」を選択 ＆ 資料種別は「図書or電子書

籍」を選択 

 目的に応じて 

絞り込み条件を設定しよう 

 （例2） 

Web上ですぐ本文が読める論文だけを対象

にして探したい。最新1年の間に発表され

たものだけでよい。 

 

→絞り込み項は「本文（オンライン版）あ

り」を選択 ＆ 資料種別は「雑誌論文」

を選択 ＆ 発行年月日は「Last 12 

Months」を選択（カレンダーから日付指

定することも可能） 

 （例3） 

本文入手がしづらい会議録や学位論文は検

索対象外にして探したい。 

 

→資料種別で「会議録」・「学位論文」を

除外 

■項目名にマウスカーソルを合わせ、項目名をクリックする→その項目

のみに絞り込む（  マークが表示されます） 

■項目欄最下部にある「その他」をクリックする→項目名リストが表示

される→各項目名の右側に現れる   マークをクリックし「適用」ボ

タンをクリック→その項目を除外した状態にする 

<収録誌を絞り込んだ検索（“Search within a Journal”）> 

検索結果一覧の各文献情報に表示されている雑誌名をクリックすると、その特定の雑誌に収録されている文献のみに絞り込む

ことができる場合があります（検索窓の上部に“Search within ○×（雑誌名）”と表示されます。この状態からさらに絞り

込み条件を追加して再検索することもできます）。 
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<検索結果の保存・引用> 

各文献情報の傍にある引用アイコンを

クリックすると、その文献の情報を、

上述の代表的な参考文献フォーマット

の書式へ変換することができます。 

検索結果から、任意の文献の情報を保存することができます。保存した文献情報は、エクスポート、電子メール送信、印刷

を行えます。また、文献情報を、以下の代表的な参考文献フォーマットの書式へ変換することができます。論文やレポート

での引用時にお役立てください。 

【参考文献フォーマット書式】 

・AGLC3 

・AGPS Press - Style Manual, 6th Edition 

・AMA (American Medical Association)  

・APA (American Psychological Association)  

・Chicago (16th): Notes & Bibliography  

・Chicago/Turabian : Author-Date  

・Harvard 

・IEEE 

・MLA (Modern Language Association)  

・Oxford Style 

・Uniform  

(1) 検索結果一覧画面で行う場合 

各文献情報の傍にあるフォルダアイコンをク

リックすると、その文献の情報を一時的に保存

することができます。この一時フォルダ（※1）

に保存した文献情報は、エクスポート（※2）、

電子メール送信、印刷を行えます（※3）。ま

た、上述の代表的な参考文献フォーマットの書

式へ変換することができます。 
※1 一時フォルダの中味はブラウザ終了時にクリアされま

す。※2 文献管理ツールへの取り込みができます。※3 一時

フォルダアイコンをクリックすると、その後の操作（エ

クスポート、メール送信等）を選択できます。 

各文献情報の傍にある

「・・・」ア イ コ ン を

クリックすると、その

文献の情報を即エクス

ポートすることができ

ます。 

エクスポート先： 

RefWorks, EasyBib, 

EndNote, Zotero, 

BibTeX, Citavi 

一時フォルダ 

(2) 検索結果詳細表示画面で行う場合 

各文献情報の傍にあるフォルダアイコン

をクリックすると、その文献の情報を一

時フォルダに一時的に保存することがで

きます。 

引用アイコンをクリックすると、その文

献の情報を、上述の代表的な参考文献

フォーマットの書式へ変換して、エクス

ポート、電子メール送信、印刷を行えま

す。 
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2. 検索結果一覧で、各文献のタイトルをクリックすると、鹿児島大学でどのようにその文献を入手できるかを案内します。 

入手先によって、(1)～(3)のように遷移先が異なります。 

(1) 鹿児島大学に冊子体が所蔵されている場合 

(2) Web上で本文が入手できる場合（電子ジャーナル・電子書籍・機関リポジトリ等） 

(3) Web上では本文が入手できない場合 

<検索結果から文献を入手するまでの流れ> 

1. 検索結果一覧で、各文献の「詳細表示」をクリックすると、その文献の概要が表示されます。 

概要表示 

(1) 鹿児島大学に冊子体が所蔵されている場合の画面遷移 

まなぶたSearch上で、その図書に関する詳

細情報が表示されます。「所蔵・貸出状況

の確認」の文字列や、「ブックマCatalogで

見る」の文字列をクリックすると、ブック

マCatalog（鹿児島大学蔵書検索システム）

へ遷移し、より詳細な情報や付加的な情報

を確認することができます。 

ブックマCatalog詳細表示 

まなぶたSearch詳細表示 
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(2) Web上で本文が入手できる場合（電子ジャーナル・電子書籍・機関リポジトリ等）の画面遷移 

冊子体の学内所蔵確認へ 

(3) Web上では本文が入手できない場合の画面遷移 

入手先のWebサイト表示 
文献の 

概要等 

学外からの取寄申込へ 

本文入手先のWebサイトが表示されます。 

 

大半のケースでは、画面右側に「Full Text Navi-

gation」サイドバーが表示されます。このサイド

バーでは、文献の概要を表示するほか、様々なオプ

ションを提供します： 

・「新しいタブでこのコンテンツを開く」→本文入

手先のWebサイトを全画面表示します。 

・「さらに検索オプションを見る」→他の検索ツー

ルの提示、Journal Citation Reports（雑誌の評

価指標を調べられるツール）へのリンク等 

・「Eメール」「エクスポート」→文献情報を文献

管理ツール等へ取り込むことができます。 

鹿児島大学でその文献をどのように入手ができるかを案内

する「Full Text Navigation」画面へ遷移します。 

「冊子体の所蔵を調べる」→「ブックマCatalog検索」

をクリックすると、ブックマCatalog（鹿児島大学蔵書

検索システム）へ遷移し、学内に冊子体が所蔵されて

いないかを確認できます。学内に所蔵がある場合は、

閲覧・複写・借用等の利用ができます。 

なお、雑誌論文の入手を希望している場合は、その掲

載巻号が学内に所蔵されているかどうかまで確認して

ください。 

「文献複写を申し込む / My Library」→「申込みはこちら」を

クリックすると、学外からその文献を取り寄せるための申込画

面へ遷移します（※）。 

Web上でも冊子体でも本文入手ができなかった場合は、学外か

らの取寄を検討してください（有料サービスです）。 

 

※鹿児島大学ID, PWによるログインが必要です。 

 スムーズな本文入手を 

サポートします！ 
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このクイックガイドに関する質問やご意見・ご要望は下記までお願いします。 

E-mail: joho@lib.kagoshima-u.ac.jp 

鹿児島大学附属図書館 情報リテラシー支援室 

（2018/05/23現在） 

<文献管理ツールRefWorks> 

まなぶたSearch経由で、文献管理ツール「RefWorks」を個人負担なしでユーザー登録できます（Summon導入機関向け

に提供されているものです）。Menuアイコンから展開されるサイドバー中の「RefWorks Log in」から、ユーザー登録や

ログインができます。 

なお、鹿児島大学構成員であることを明示するため、ユーザー登録するメールアドレスは、「kagoshima-u.ac.jp」もし

くは「kadai.jp」のドメインを含んだものを使用してください。 

<さらに使いこなすためのポイント～検索結果の適合度順を自分好みに調整する> 

まなぶたSearchでは、インターフェイス言語として選択した言語のコンテンツが優先的に検索結果に表示されます。自分

の検索目的・テーマに応じて、インターフェイス言語を変えてみてください。 

Menuアイコンをクリック 

サイドバーが展開され、 

インターフェイス言語を 

選択できます。 

 
例）検索語が同じ（例：「大学生」）でも、インターフェ

イス言語に日本語を指定した場合は、検索結果として日本

語コンテンツを優先的に表示し、中国語を指定した場合

は、中国語コンテンツを優先的に表示します。 

Menuアイコンをクリック 

サイドバーが展開され、 

“RefWorks Log in” 

メニューが表示されます。 

<その他> 

まなぶたSearchで利用可能な電子リソースは図書館HPの以下のページでご確認いただけます： 

https://www.lib.kagoshima-u.ac.jp/ja/guidance/about-manabuta 


