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ログイン情報 
この表示が出ている間は

MyLibrary にログイン中 
です 

貸出・予約資料 →2.2 章 
現在貸出を受けている資料や 
予約資料の状況が確認できます 

購入希望図書 →2.3 章 
図書館・情報センターに所蔵してい

ない図書の購入希望を出すことが

でき、購入可否や利用できるように

なるまでの状況が確認できます 

相互貸借（ILL） →2.4 章
相互貸借の申込と、その状況が

確認できます 

Myブックシェルフ →2.5章 
保存した蔵書検索の条件やよく利用

する資料の情報を表示できます 
アラートメール機能ではこれらをもと

に、定期的に E-Mail で検索結果や

よく利用する資料の情報を送信する

こともできます 

個人カレンダー →2.1 章 
図書館・情報センターの開館日・時

間等の他に、貸出中の資料の返却

期限や予約資料の保管期限が確

認できます

おしらせ →2.1 章 
図書館・情報センターからの

お知らせが表示されます 
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1.基本的な操作方法 

 1.1.ログイン 

・ログインするには、蔵書検索（OPAC）右上にある  をクリックします。 

・ユーザ認証が表示されたら、利用者 ID とパスワードを入力します。 

   a.本学ドメイン（toyaku.ac.jp）のメールアドレスをお持ちの方 

東薬 ID と連携していますので、利用者 ID、パスワードは以下を入力します。 

・利用者 ID：本学ドメインのメールアドレスの@（アットマーク）より左側の部分 

例）メールアドレスが「y071999@ toyaku.ac.jp」なら 

「y071999」が利用者 ID となります。 

・パスワード：そのメールアドレスで使用しているパスワード 

注）パスワードを忘れた場合は情報教育研究センターまでお問い合わせください 

b.本学ドメインのメールアドレスをお持ちではない方 

はじめに利用登録が必要です。図書館・情報センターカウンターで利用登録を行ってくだ

さい。 

その場合の利用者 ID とパスワードは以下のようになります。 

・利用者 ID ：利用者番号 

・パスワード：申請時に申請したパスワード 

 

 ・正しくログインできたら、MyLibrary のトップが表示されます。 

・MyLibrary ログイン中は蔵書検索（OPAC）タイトル下に氏名などが表示されます。 

    ・MyLibrary ログイン中は蔵書検索（OPAC）タイトル右にある  をクリックする

と MyLibrary トップに戻ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 ・おねがい 

・学部学生、大学院生、教職員については図書館・情報センター側で MyLibrary 利用登録

を一括して行っていますが、学生番号が 7 桁の方（研究生、専攻生、科目等履修生など）

と、図書館・情報センター利用証の発行を受けている方は対象に含まれていません。 

お手数ですが、はじめに MyLibrary の利用登録をお願いいたします。 

詳細は図書館・情報センターホームページをご覧ください。 

ここに氏名が表示されます 
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・正しく利用者 ID、パスワードを入力してもログインできない場合はお手数ですが、 

図書館・情報センターカウンターまたは下記までお知らせください。 

E-Mail lib@toyaku.ac.jp 

内線 2743 

 

1.2.ログアウト 

・ログアウトは、蔵書検索（OPAC）のタイトル下に表示されている、氏名の右下にあるログ

アウトをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

・最後の操作から 20 分以上経つと強制的にログアウトされますが、表示されていた情報はその

ままになっていますので注意してください。 

・ログアウトせずに放置していくと、他人が勝手に利用したりして最悪の場合個人情報が漏洩す

る恐れがありますので、利用後は必ずログアウトしてください。 

なお、これらについて生じた不利益については、図書館・情報センターは一切の責任を負いま

せん。 

 

 1.3.基本的な操作方法 

・蔵書検索（OPAC）では、個人情報を保護する観点から、インターネットブラウザの閲覧履歴

が保存されないようになっており、インターネットブラウザの進む、戻るボタンなどは使用で

きません。 

使用した場合は下記のようなメッセージが表示されます。 

    （表示例:Microsoft Internet Explorer） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここをクリックしてログアウトします 
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・蔵書検索（OPAC）では、ほとんどの項目で操作した内容を階層表示しており、階層をクリッ

クすると、その階層まで戻ります。 

 

    （表示例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作した内容が階層表示されます 
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2.MyLibrary サービス 

 2.1.お知らせ 

・MyLibrary 左側には図書館・情報センターから各利用者へ向けてのおしらせ、予約資料の保

管案内、購入希望図書の到着案内、延滞資料の各種情報が表示されます。 

・個人カレンダーでは、図書館カレンダーの中に資料の返却期限や予約資料の保管期限などが

表示されます。 

 

 2.2.貸出・予約の状況 

 ・ここでは現在貸出を受けている資料の情報や、予約した資料の情報が表示されます。 

  （表示例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 ・予約方法については、OPAC 利用ガイドをご覧ください。 

・予約について、蔵書検索（OPAC）で予約したものと、カウンターで予約したもの両方が表

示されます。 

・予約の状態が「保管中」になると電子メールでもお知らせします。 

・予約について、状態が「予約」のものについては MyLibrary 上からキャンセルすることがで

きますが、状態が「保管中」のものは MyLibrary からキャンセルできませんので、カウンタ

ーで保管のキャンセルを依頼してください。 

他の利用者が利用を待っていることがありますので、予約した資料が必要なくなりましたら

すみやかに予約をキャンセルしてください。 

・キャンセルは、一覧表示内の右側にある  をクリックします。 

・ヘルプ[貸出・予約について]には MyLibrary での更新（延長）について記されていますが、

この機能は本学では使用できません。更新はカウンターで、更新したい資料を持って手続き

してください。 

貸出予約冊数の表示 ヘルプの表示

資料の状態 
貸出中、延滞中、保管中な

どの状態が分かります。 

資料の内容 
クリックすると資料の詳細が表示

されます。 

資料の貸出日や返却期限日、

予約した資料と保管期限等が

表示されます。 

予約している

資 料 に つ い

て、予約を取

り消します。 

過去の貸出履歴を表示します。
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2.3.購入依頼の状況（購入希望図書） 

  2.3.1.購入依頼の状況 状況表示 

 ・ここでは購入希望図書の申込や、申込状況などの情報が表示されます。 

  （表示例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.購入希望図書の新規申込 

 ・新規申込の前に、以下について確認してください。 

・購入希望図書が図書館・情報センターに所蔵していないことを蔵書検索（OPAC）で検

索して確認してください。 

・雑誌は図書館・情報センター委員会において購入計画を立てているため、購入希望は受

けられません。 

・購入希望図書の申込は、なるべく受ける方針ですが、図書館・情報センターの蔵書構成

および予算の都合により受けられない場合がありますのでご了承ください。 

・講義で教科書として指定されている図書、漫画類、文庫本のみで販売されている図書の

購入希望は原則受けられません。 

・はじめに、購入依頼状況右下にある新規依頼をクリックします（上記表示例参照）。 

・購入依頼内容を入力する表示が出たら、各項目に購入希望図書の内容を入力します（入力例

は次ページ参照）。 

・あらかじめ購入希望図書の情報をインターネット書店（Amazon.co.jp、紀伊國屋書店

BookWeb など）で検索し、それをコピー&ペーストすると便利です。 

・コメントなどの欄には購入希望図書についての質問事項がありますので、該当部分に入力し

ます。 

・入力ができたら、下の確認ボタンをクリックすると、入力内容が表示されますので確認し、

実行ボタンをクリックして申込完了です。 

 

申込の状態 
購入希望図書の申込状

態が表示されます。購入

可否や利用できる状態

になったかわかります。 

申込内容 
クリックすると申込内容が表示され

ます。状態が「購入依」の場合の

み、申込内容の変更やキャンセル

ができます。 

ヘルプの表示

新規依頼 
クリックすると新規申し込み用

の入力フォームが開きます。 
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 （入力例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.3.3.購入希望図書の購入可否 

・購入希望図書が申込まれたら、図書館・情報センターで購入可否を調査、検討します。 

結果は MyLibrary の依頼状態に表示され、購入できない場合は申込内容の詳細に、必要に応

じて理由が表示されます。 

・依頼状態のおもな購入可否状況は以下のとおりです。 

   ・購入依 購入依頼受付済みで、購入可否はまだ出ていません 

   ・発注待 購入決定し、発注を行う前段階です 

   ・発注中  購入決定し、現在書店などに発注しています 

   ・不（重複）図書館・情報センターに同じ本があるため、購入できません 

   ・不（入不）絶版などの理由により購入できません 

   ・不（他） その他の理由により購入できません 理由は申込内容の詳細に表示されます 

 ・購入可否が決定した場合、電子メールでもお知らせします。 

・購入決定後、状態は到着中、整理済などにかわり、「保管中」になると利用できるようにな

ります。図書は予約されていますので、保管期間中にカウンターで受け取ってください。 

 なお、依頼の状態が「保管中」になると電子メールでもお知らせします。 

・キャンセルは状態が「購入依」の場合のみ、申込内容の詳細より手続きしてください。 

シリーズものなどを継続購入希望する場合は

継続購入希望にチェックを入れてください 

項目横に※印があるもののうち、少なくともひ

とつに必ず入力してください 
ISBN は 10 桁、13 桁どちらでもかまいません

著者名、出版者はなるべく入力してください 
巻号は、シリーズものなどで特に指定があれ

ば入力してください 
出版年月はわかる範囲で入力してください 

コメントなどには、必要に応じて入力してく

ださいその他連絡事項に希望内容を記入する

と、購入の参考になります 

教員の学習用推薦図書の場合は冊数に購入希

望冊数を、その他連絡事項に学習用推薦図書

と入力してください 
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 2.4.ILL 依頼状況（相互貸借） 

  2.4.1.ILL 依頼状況 状況表示 

 ・ここでは相互貸借の申込や、申込状況などの情報が表示されます。 

  （表示例） 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.4.2.相互貸借の新規申込 

 ・新規申込の前に、以下について確認してください。 

・雑誌、図書が図書館・情報センターに所蔵していないことを蔵書検索（OPAC）、リンク

リゾルバ Allinker などで検索して確認してください。 

   ・雑誌の現物貸借は原則できません。 

・支払について、公費（教室費）で支払う場合には事前に教室、研究室の先生の許可が必

要です。 

・はじめに、ILL 状況右下にある新規依頼をクリックします（上記表示例参照）。 

・ILL 依頼内容を入力する表示が出たら、各項目に申込の内容を入力します（入力例は次ペー

ジ参照）。 

・申込の内容はなるべく詳細に入力してください。 

MEDLINE*（PubMed*）、SciFinder web*、医中誌 Web*、CiNii などのデータベースで調べ、

その内容をコピー&ペーストすると便利です。 

 *ご希望の文献の書誌画面から Allinker へアクセスできます。Allinker を利用すると、所蔵

の確認や ILL の申し込みがとてもスムーズに行うことができます。詳しくは、Allinker の

パンフレットをご覧ください。 

・コメントなどの欄で必要な項目を入力してください。 

・入力ができたら、下の確認ボタンをクリックすると、入力内容が表示されますので確認し、

実行ボタンをクリックして申込完了です。 

申込の状態 
相互貸借申込の状態が表示

されます。入手可能かどうか

や到着状況が分かります。 

ヘルプの表示

申込の内容 
クリックすると申込内容が表示されま

す。状態が「申込中」の場合のみ内容の

変更およびキャンセルができます。

新規で相互貸借を申し込む

場合にはこちらをクリックし

ます。 
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  （入力例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.4.3.相互貸借の申込状態の確認 

 ・相互貸借が申込まれたら、図書館・情報センターで作業をすすめていきます。 

 ・依頼のおもな状態は以下のとおりです。 

・申込中    相互貸借申込はされましたが、図書館・情報センターでまだ処理されて

いません 

   ・準備中   相互貸借申込はされ、図書館・情報センターで受付けました。 

   ・自館所蔵あり 図書館・情報センター所蔵、または電子ジャーナルで閲覧できます。 

 ・資料特定不可 申込内容不備により学外に依頼できませんので、申込内容を確認の上、 

        もういちど新たに申込してください。 

・却下 その他の理由によりキャンセルされました。理由は申込内容の詳細に表

示されます 

 ・処理中   相互貸借申込処理中です 

・状態が発送、到着済みなどに変わり、「確認」になると依頼したものを受け取ることができ

ます。依頼の状態が「確認」になると電子メールでもお知らせします。 

依頼種別は間違えないよう、十分注意して 
ください 

著（編）者、版/巻号、出版年月、ページ、論

題はなるべく入力してください 
わからない場合は MEDLINE（PubMed）、
SciFinder web、医中誌 Web などのデータベ

ースで調べてください 

項目横に※印があるもののうち、少なくとも

ひとつに必ず入力してください 
ISSN、書名・誌名はなるべく入力してください

コメントなどには、必要に応じて入力してく

ださい 
公費（教室費）で支払う場合は教室・研究室

名を必ず入力してください 
カラーコピー希望はその他連絡事項に入力し

てください 
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  2.4.4.相互貸借申込キャンセル 

・キャンセルは状態が「申込中」の場合のみ可能です。申込内容詳細より手続きしてください。 

それ以外の場合は MyLibrary 上からキャンセルができませんので、キャンセルしたい場合は

至急図書館・情報センターまでお問い合わせください。 

E-Mail lib@toyaku.ac.jp 

内線 2743 

・なお、すでに依頼先図書館等が処理を行ってしまった場合はキャンセルできませんのでご了

承ください。 

 

  2.4.5.受取 

   ・教室費 カウンター後方のキャビネットに、教室・研究室ごとに入れてあります 

・私費 平日（月～金）と土曜日の 8:45～16:50、の間に代金を持ってカウンターま

でお越しください 代金は申込内容の詳細に表示されます 
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2.5.My ブックシェルフ 

  2.5.1.My ブックシェルフ 状況表示 

・My ブックシェルフでは、蔵書検索（OPAC）で検索した検索条件、資料の情報などを保存し

ていつでも検索できるようになるほか、アラート機能を使うと雑誌資料の到着状況をメール

でお知らせします。 

  （表示例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.5.2.My ブックシェルフ登録 

・My ブックシェルフへは、蔵書検索（OPAC）で検索した結果や、表示した資料の詳細を登録

することができます。 

・登録は、検索結果の一覧画面や書誌詳細画面にて  をクリ

ックして行います。 

 （表示例:検索結果一覧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 
保存した内容

の種別を表示

します。 

検索条件または書名/著者等 
保存した検索条件や資料名が表示されます。

クリックするとその結果が表示されます。 

アラートメール 
アラートメールを送信

するか選択できます。 

削除 
保存した内容

を削除します。

ここでブックシェルフに登録ボタンを押すと、左の検索

条件がブックシェルフに保存され、クリックひとつで同じ

検索条件での検索を行うことができるようになります。 

ヘルプの表示 ラベルの管理
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（表示例:資料詳細） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.5.3.アラートメール 

・アラートメールは、保存した検索条件や資料の情報について、新たな資料などが受入された

場合に電子メールでお知らせします。 

   ・検索条件 検索条件に該当する資料などが受入された場合にお知らせ 

検索条件が抽象的すぎると、大量の電子メールが送られる場合がありますの

で、アラートメールを設定する際は十分注意してください 

   ・資料 その資料の情報に関して、新しい資料などが受入された場合にお知らせ 

雑誌資料の情報を保存してアラートメールを設定すると、雑誌が新たに到着 

した場合に電子メールが送られます 

・アラートメールの設定は、状況表示にある  をクリックすることにより、 

ON/OFF が設定できます。 

・アラートメールの設定には上限（3 件まで）があり、ON に設定した際に上限を超えるとエ

ラーが表示されます。 

 

 

 

ここでブックシェルフに登録ボタンを押すと、左の資料

がブックシェルフに保存され、クリックひとつでいつでも

資料の詳細画面を呼び出すことができます。 
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 2.5.4.ラベル機能 

・ラベル機能は登録した My ブックシェルフに登録した検索条件・資料ごとに任意の名前を付

けることができます。 

・ラベルを登録すると、ラベルごとに絞込みが行えるなど、ブックシェルフがより使いやすく

なります。 

 

 

 

 

 

 

    【ラベルの登録】 

・右上にある歯車のアイコンをクリックするとラベルのメニューが表示されます。 

「新規ラベル/ラベルの削除」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ・一番上の入力欄に任意の名前を入力し、「作成」ボタンを押すとラベルが追加されます。 

 

 

 

 
 

    ・各ラベルの右側に、そのラベルが登録されているブックシェルフの件数が表示されます。 

また、各ラベルは「削除」ボタンで、削除することができます。 

 

 

 

 

 

 

ラベルで絞込みを行っている場合、ブックシェルフに

ラベルは表示されません。 
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    【ラベルの管理】 

    ・右上にある歯車のアイコンをクリックするとラベルのメニューが表示されます。 

     「ブックシェルフとラベルの管理」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ・ラベルを付けるブックシェルフにチェックを入れ、下部の一覧からラベルを選択して、 

「登録」ボタンを押せば、ラベルが付けられます。 
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付けたラベルを外す場合は、ラベ

ルの代わりに「（ラベルを外す）」を

選択して、登録します。 


