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＜＜ 1. KOSMOS / My Library とは ＞＞


KOSMOS
KOSMOS(KeiO university System for Multimedia Online Services)では慶應義塾大学が所蔵する
図書、雑誌、電子ジャーナル、電子ブック、CD や DVD 等の音声・映像資料、学位論文、和装本、
貴重書などが検索できます。



My Library
資料の取り寄せや予約、貸出や予約状況の確認、返却期限の更新（延長）を Web 上で行うことが
できる個人専用のサイトです。

※機能やサービスの詳細については KOSMOS ヘルプをご参照ください。
（http://libguides.lib.keio.ac.jp/kosmos_help）

＜＜ 2. KOSMOS アクセス方法 ＞＞


信濃町メディアセンターWeb サイト（http://www.med.lib.keio.ac.jp/）「KOSMOS」検索窓から
「KOSMOS」タブをクリック



http://kosmos.lib.keio.ac.jp/ （パソコン版）



http://kosmos.lib.keio.ac.jp/sp/ （スマートフォン版）
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＜＜ 3. 所蔵確認 ＞＞
< 3-1. 印刷資料の所蔵・配架場所確認 >
【1】 検索
当館 Web サイトの「KOSMOS」検索窓に資料名を入力して検索をすると、KOSMOS の画面に移ります。

①
②

②

詳細検索画面

③

②
④

②

②

① タイトル中の言葉や著者名などのキーワードを入力します。
「資料検索」タブでは、印刷版資料、CD-ROM や電子ジャーナル、電子ブックなどすべての資料を検索します。
※雑誌や電子ジャーナルは雑誌のタイトルで検索します。 論文タイトルによる検索はできません。

② 資料の種類を選択できます。選択しない場合はすべての所蔵資料が検索範囲となります。
③ 所蔵地区で検索結果を絞り込めます。
④ 複数のキーワードを掛け合わせながら検索する場合に便利な詳細検索画面もあります。
【2】 検索結果画面
検索結果が多い場合はキーワードを追加して再検索するほか、絞り込み機能をご利用いただけます。
検索結果の表示順を変更することもできます。

②
①

②

②

③

②

④

②

① 絞り込み： オンライン、所蔵地区、など
② 検索結果の件数
③ ソート： 関連度順、日付順、など
④ ページめくり
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【3】 所蔵の確認
図書・雑誌とも、「全ての所蔵」をクリックして、所蔵を確認します。
 図書

複数地区で所蔵している場合は
信濃町だけに絞り込み可
信濃町所蔵の資料の状態が
「在架」（書架にある状態）であれば
請求記号をメモして該当の書庫へ

 雑誌

信濃町所蔵の資料の状態が
「在架」（書架にある状態）であれば
請求記号をメモして該当の書庫へ

「書庫 2-4 階」の具体的な階数は
書庫入口の掲示で確認

※書架の並び順
図書は請求記号順、雑誌はタイトルの ABC 順に並んでいます。

雑誌タイトル中の日本語はローマ字に、外来語は原綴りに置き換えています。
（例： 人口→jinko / クリニカル→clinical）
※貸出中の資料
「状態/返却期限」欄に 20180414 などの数字が入っている資料は貸出中です。数字は返却期限日を示します。
※山中資料センター（遠隔書庫）配架資料
山中資料センターに配架されている資料は取り寄せが可能です。「5-2.他キャンパスからの取り寄せ・貸出中の
資料の予約」（p.7）をご参照ください。
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< 3-2. 電子資料の所蔵確認とアクセス方法 >
資料名から検索して所蔵を確認するまでの基本的な流れは印刷資料と同様です。その先のアクセス方法は以下を
ご覧ください。
※館内の KOSMOS 専用端末では電子資料を閲覧できません。
※医学分野の検索は、当館 Web サイトの「電子ジャーナル/電子ブック
検索」のご利用をおすすめします。

 電子ジャーナルのアクセス方法

利用地区アイコンの「全」「信」が
表示されているものが利用可

同じ画面で提供元が表示されるので、
複数の提供元が存在する場合は
必要な年代を網羅する提供元を選択

 電子ブックのアクセス方法

利用地区アイコンの「全」「信」が
表示されているものが利用可

ClinicalKey では、電子ブックの PDF を
ダウンロードする時に個人アカウント
のログインが求められます。
アカウント登録は無料でできます。
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～ 利用地区アイコンの表示がない場合 ～

「オンラインアクセス」をクリックすると
コレクション名が表示される。複数ある
場合はいずれか選択してクリック
複数の提供元が存在する場合は
必要な年代を網羅する提供元を選択
※該当資料にリンクできない場合やリンク先が試読版の場合は KOSMOS ヘルプの「電子ブック」を
ご参照ください。（http://libguides.lib.keio.ac.jp/kosmos_help/ebook）

リモートアクセス
ご自宅などから KOSMOS を検索した後、「オンラインアクセス」をクリックすると「リモートアクセスサービス」
ログイン画面が表示されます。慶應 ID でログインすると利用できます。
「keio.jp（慶應義塾共通認証システム）」の慶應 ID
慶應 ID を取得するためのアクティベーションキーの配布は、身分によって方法が異なります。
以下のページをご覧のうえ、ご不明の場合は信濃町 ITC にお問い合わせください。
 keio.jp マニュアル http://www.itc.keio.ac.jp/ja/keiojp_manual.html
 keio.jp FAQ

http://www.itc.keio.ac.jp/ja/keiojp_manual_faq.html

＜＜ 4. 書誌・目次詳細情報の参照 ＞＞
一部の資料は、検索結果の「詳細」から目次情報を閲覧することができます。
この目次情報も検索対象に含まれています。

さらに詳細な情報を見たい場合は
「書誌レコードの詳細」をクリック

目次
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＜＜ 5. My Library ＞＞
My Library の主なサービスと手順です。
慶應 ID もしくは図書利用券番号でログインしてご利用ください。

My Library ご利用の前に
慶應 ID を取得できない方で、図書利用券をお持ちの方にはメディアセンターがパスワードを発行します。
図書利用券と身分証明書を持参のうえ、貸出カウンターにお申込みください。電話での発行はできません。
なお、リモートアクセス利用のために当館がパスワードを発行することはありません。

< 5-1. My Library ログイン >
【1-1】 信濃町メディアセンターWeb サイトから

【1-2】 KOSMOS 画面から

どちらでも
【2】 ログイン画面

慶應 ID または図書利用券番号とパスワードでログインします。
すでにログインしている場合は、この画面は省略されます。
※図書利用券番号については、上記の囲み部分
「My Library ご利用の前に」をご参照ください。

ログイン後のトップ画面
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< 5-2. 他キャンパスからの取寄せ・貸出中の資料の予約 >
他キャンパス所蔵図書の取寄せや、貸出中の資料に予約をかけることができます。
注意：以下の場合は取寄せ・予約はできません。
× 在架の資料を、配架されている地区に取り置く
（信濃町で在架になっている資料を、信濃町で取り置きすることはできません）
× 受取地区の選択肢に表示されない地区へ取寄せる
× 貸出不可の資料のリクエスト
※保存書庫等に配架されている雑誌類は、一部の地区へ取寄せが可能な場合もあります。
詳しくはお問い合わせください。
【1】 所蔵資料の選択
KOSMOS の検索結果で「全ての所蔵」から所蔵一覧画面を
表示し、予約・取寄せをしたい資料の「リクエスト」をクリック
します。

【2】 受取地区指定
My Library にログイン後、プルダウンで受取地区を選択し、Go ボタンをクリックします。
注意：
・受取地区のプルダウンに表示されないキャンパスには
取寄せできません。
・受取地区のプルダウンに何も表示されない場合は
取寄せが教員などに限定されている可能性があります。

【3】 取寄せ申込完了
詳細確認画面で資料と受取地区を確認したら、申込み完了です。
予約完了時にはメールは送信されません。

【4】 到着の連絡
取寄せ・予約した資料が利用可能になると、登録しているアドレス宛に E-mail で通知されます。
取り置き期限までに受取地区のカウンターで受け取ってください。

【5】 取寄せ・予約の取り消し
My Library では「貸出中の資料にかかっている予約」のみ取り消しができます。
※他キャンパスからの取寄せや、移動中・取り置き中となった場合は、My Library では取り消しできません。
取り消したい場合は、信濃町メディアセンター閲覧担当までご連絡ください。
（電話 03-5363-3725 内線 62756

）
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< 5-3. 貸出・予約状況の確認 >
貸出・予約/取寄状況や、取り置き期限は、My Library のトップ画面で確認できます。

・貸出の数字をクリックすると→貸出中資料の
一覧と返却期限が確認できます。
・予約/取寄の数字をクリックすると、予約資料の
確認と、予約解除ができます。

< 5-4. 返却期限の更新（延長） >
貸出中の資料の返却期限は My Library のトップ画面で更新できます。
注意：以下の場合は更新（延長）できません。
× 返却期限を過ぎた資料
× 他の利用者が予約をしている資料
× 未製本雑誌
× 更新回数の限度を超えた資料
【1】貸出資料の表示
My Library にログイン後、「貸出」の数字をクリックして
貸出中の資料を表示します。

【2】資料の選択
更新したい資料にチェックを入れ、
「チェックした資料を更新」をクリックします。
複数資料の更新を一度に行うこともできます。

【3】更新処理完了
必ず新しい返却期限を確認してください。

お問合せ先： 信濃町メディアセンターレファレンス担当
直通 03-5363-3725 内線 62755
（平日 8：45-17：00）
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