
2. LIBonの使い方
図書館ポータルサイト“BIRD”を使いこなそう

◆この章では、 の使い方の概要を説明します。LIBon



2-1. ログイン方法



2-1. ログイン方法

LIBonにログインする方法

図書館ポータルサイト・BIRDにアクセスします。トップページのバナーをクリックします。



2-1. ログイン方法

LIBonにログインする方法

「ログイン」ボタンをクリックします。



2-1. ログイン方法

LIBonにログインする方法

「B-net ID」を選択、B-netと同じID・パスワードを入力して「ログイン」をクリックします。



2-1. ログイン方法

LIBonにログインする方法

LIBonにログインできました。



2-2. 概要



2-2. 概要

LIBonの構成について

「概要」「貸出」「リクエスト」「図書館からのメッセージ」「アカウント情報」のタブが存在します。



2-2. 概要

「概要」タブの機能

トップページでは「概要」タブが表示されています。



2-2. 概要

「概要」タブの機能

「貸出」「リクエスト」「図書館からのメッセージ」の概要を確認できます。



2-3. 貸出



2-3. 貸出

「貸出」タブの機能

「貸出」では、現在借りている資料と返却期限の確認、貸出期間の更新、貸出履歴の確認ができます。



2-3. 貸出

現在借りている資料と返却期限の確認

延滞中の資料についてもこの画面で確認できます。

◆延滞中の資料が返却されるまで、新たな貸出・更新はできません。



2-3. 貸出

貸出期間の更新について

貸
出
開
始

通常の貸出期間

通常の
返却期限更新手続❶

更新手続❶後の貸出期間
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最長貸出期間

返却期限が過ぎる前に、貸出期間を更新することができます。

◆更新は何度でもできますが、最長貸出期間（貸出期間の 倍）を超えて貸出することはできません。2

（60日または180日）



2-3. 貸出

貸出期間の更新について

利用対象 冊数 期間 更新 最長貸出期間 予約可能冊数

通学課程 学部・別科・科目等履修

30冊

30日

可

60日

30冊

大学院 90日 180日

通信課程 学部（本科）・課程本科・教養講座
科目履修コース・本科入学資格コース 30日 60日

大学院 90日 180日

教職員・研究員ほか 専任教員・名誉教授・事務職員
非常勤講師・客員教授・客員研究員
研究員・研究生・TA・RA・PD
研究機関所属の研究員・研究フェロー
相談員・研修員・学芸員

90日 180日

卒業生・
縁カード登録者ほか

元専任教職員・卒業生・大学院修了者
浄土宗僧侶・縁カード登録者 5冊 15日 不可 ✖ ✖

◆利用者の種別ごとに資料の貸出期間と最長貸出可能期間が決まっています。

最長貸出期間は
通常の貸出期間の

2倍です



2-3. 貸出

貸出期間の更新方法

LIBonから貸出期間を更新するためには、「貸出」タブの「更新」ボタンをクリックしてください。



2-3. 貸出

貸出期間が更新できない場合

貸出期間が更新できない場合もあります。



2-3. 貸出

貸出期間が更新できない場合

いずれかに当てはまる資料は貸出期間の更新ができません。

返却期限を過ぎた資料 次の予約が入っている資料

◆他に返却期限を過ぎた資料を借りている場合や、貸出停止期間中の場合も更新できません。

or or
最長貸出期間いっぱいまで
既に貸出期間を更新した資料



2-3. 貸出

貸出履歴の確認

「貸出中▼」をクリックして「貸出履歴」を選択すると…



2-3. 貸出

貸出履歴の確認

これまでに借りた資料の一覧が表示されます。
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2-4. リクエスト

「リクエスト」タブの機能

予約、取り寄せ、現物借用、文献複写、図書購入など、各種リクエストの状況を確認できます。

◆この画面から資料の予約等のリクエストを行うことはできません。



2-4. リクエスト

リクエスト一覧の表示の絞り込み

「リクエストタイプ」をクリックすると、三種類のリクエストタイプの選択肢が表示されます。



2-4. リクエスト

リクエスト一覧の表示の絞り込み

「リクエスト」は予約や取り寄せをリクエストした資料、



2-4. リクエスト

リクエスト一覧の表示の絞り込み

「現物借用・文献複写」は現物借用や文献複写を申し込んだ資料、



2-4. リクエスト

リクエスト一覧の表示の絞り込み

「購入希望」は図書購入を申し込んだ資料が表示されます。



2-4. リクエスト

リクエストのキャンセル

リクエストをキャンセルしたい場合は、「× キャンセル」をクリックしてください。



2-5. 図書館からのメッセージ



2-5. 図書館からのメッセージ

「図書館からのメッセージ」タブの機能

返却期限が過ぎた資料を返却した場合に、延滞ペナルティーとして貸出停止期間が表示されます。

◆「期限日」として表示された日付までが貸出停止期間です。



2-6. アカウント情報



2-6. アカウント情報

「アカウント情報」タブの機能

登録されているメールアドレスや住所などを確認することができます。

◆これらの情報は、図書館からのご連絡や自宅配送の際に使用させていただきます。



2-6. アカウント情報

登録済の情報の変更

「編集」ボタンをクリックすると、登録済みの情報が変更できます。



2-7. 資料の予約・送本・取寄



2-7. 資料の予約・送本・取寄

資料の予約・送本・取寄について

貸出中の資料の予約・キャンパス間で資料の取寄・郵送による貸出（送本貸出）ができます。

貸出中の資料を予約 郵送による貸出
（送本貸出・通信生のみ）

or or
他キャンパス図書館（室）の

資料を取寄

◆送本貸出は通信生のみご利用いただけます。



2-7. 資料の予約・送本・取寄

検索結果に表示された資料を予約・取寄する方法

BIRDトップページの検索窓から、「予約・取寄」を希望する資料を検索します。



2-7. 資料の予約・送本・取寄

検索結果に表示された資料を予約・取寄する方法

該当する資料をクリックして、詳細ページを開きます。



2-7. 資料の予約・送本・取寄

検索結果に表示された資料を予約・取寄する方法

「資料を入手する」の下の「ログイン」をクリックします。



2-7. 資料の予約・送本・取寄

検索結果に表示された資料を予約・取寄する方法

「B-net ID」を選択、B-netのID・パスワードを入力してログインします。



2-7. 資料の予約・送本・取寄

検索結果に表示された資料を予約・取寄する方法

「予約・送本・取寄」をクリックします。



2-7. 資料の予約・送本・取寄

検索結果に表示された資料を予約・取寄する方法

受取場所の確認または、選択をします。



2-7. 資料の予約・送本・取寄

検索結果に表示された資料を予約・取寄する方法

「リクエストを送信」をクリックします。

◆これで予約および取寄が完了しました。



2-7. 資料の予約・送本・取寄

検索結果に表示された資料を送本する方法

送本貸出をご希望の通信生の方は、「受取場所」から「自宅配送（送本貸出）」を選択してください。



2-8. 文献複写の申込方法



2-8. 文献複写の申込方法

検索結果に表示された資料の文献複写を申し込む場合

文献複写を希望する資料を検索、詳細ページからB-netのID・パスワードでログインします。



2-8. 文献複写の申込方法

検索結果に表示された資料の文献複写を申し込む場合

「現物借用・文献複写」をクリックします。



2-8. 文献複写の申込方法

検索結果に表示された資料の文献複写を申し込む場合

必要事項を入力します。入力フォームの下記に表示される注意事項を確認し「下記内容を確認しました。
了承します。」のチェックボックスをクリックします。



2-8. 文献複写の申込方法

検索結果に表示された資料の文献複写を申し込む場合

最下部の「リクエストを送信」をクリックします。

◆これで文献複写の申し込みが完了しました。



2-8. 文献複写の申込方法

LIBonから文献複写を申し込む場合

BIRD最上部メニューの「LIBon」から「文献複写・現物借用」を選択します。



2-8. 文献複写の申込方法

LIBonから文献複写を申し込む場合

「申込」ボタンをクリックします。B-netのID・パスワードでログインします。



2-8. 文献複写の申込方法

LIBonから文献複写を申し込む場合

表示されたフォームに書誌情報や受取場所などの必要事項を入力します。



2-8. 文献複写の申込方法

LIBonから文献複写を申し込む場合

必要事項を入力します。入力フォームの下記に表示される注意事項を確認し「下記内容を確認しました。
了承します。」のチェックボックスをクリックします。



2-8. 文献複写の申込方法

LIBonから文献複写を申し込む場合

最下部の「リクエストを送信」をクリックします。

◆これで文献複写の申し込みが完了しました。



2-9. 購入希望図書の申込方法



2-9. 購入希望図書の申込方法

図書の購入について

学習・研究上必要な図書が図書館に所蔵されていない場合、図書の購入を申請（リクエスト）できます。

◆リクエストされた図書については、本学の収書基準などに沿って購入の可否を決定いたします。



2-9. 購入希望図書の申込方法

LIBonから図書の購入を申し込む場合

BIRD最上部メニューの「LIBon」から「購入希望図書申請」を選択します。



2-9. 購入希望図書の申込方法

LIBonから図書の購入を申し込む場合

対象者ごとの「申請」ボタンをクリックし、B-netのID・パスワードでログインします。



2-9. 購入希望図書の申込方法

LIBonから図書の購入を申し込む場合

表示されたフォームに書誌情報などの必要事項を入力します。



2-9. 購入希望図書の申込方法

LIBonから図書の購入を申し込む場合

入力内容を確認して「リクエストを送信」ボタンをクリックします。

◆これで図書の購入申し込みが完了しました。



2-9. 購入希望図書の申込方法

LIBonから図書の購入を申し込む場合

申し込み後の状況については、LIBonの「リクエスト」にてご確認ください。



2-9. 購入希望図書の申込方法

LIBonから図書の購入を申し込む場合

購入の可否等については、LIBonの「アカウント情報」のE-mailアドレスにご連絡します。



2-10. LIBonの使い方・まとめ



2-10. LIBonの使い方・まとめ

この章のまとめ

 LIBonへのアクセス BIRDのメニューからB-netのID・パスワードでログインできます。

 「貸出」 借りた本の確認、返却期限の確認、貸出期間の更新ができます。

 「リクエスト」 リクエストの確認、キャンセルができます。

 「図書館からのメッセージ」 資料を延滞した際に課される貸出停止期間が確認できます。

 「アカウント情報」 メールアドレス・住所の確認と変更ができます。

 資料の予約・送本・取寄 資料の予約・送本・取寄の申し込みができます。

 文献複写・購入希望図書の申込 文献複写・購入希望図書の申し込みができます。

◆次の章は「 お気軽検索の使い方（前編）」です。3.
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