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I. 概要  

1. WEB サイトの概要  

 区市町村立図書館新聞雑誌総合目録 Webサイトは、東京都内の区市町村立図書館が所蔵す

る新聞雑誌の所蔵検索を行うサイトです。本ドキュメントでは上記サイトの操作手順について記

述します。 

 

2. WEB サイトの特徴  

 当サイトは、閲覧及び検索を行うため作成されたサイトです。パソコンやスマートフォン等、

サポート対象内のブラウザであれば、すべての人が閲覧可能となります。 
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II. 操作手順  

1. トップ画面  

(1). 各種ブラウザを起動し、「https://magazine.metro.tokyo.lg.jp/」を入力すると下記のサ

イトが立ち上がり、[トップページ]が表示されます。 

 

(2). 文字サイズについて 

 

文字サイズは 4段階で表示できます。 

標準は「中」サイズとなっています。 
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(3). 各リンクについて 

各リンクの遷移先画面は以下のとおりです。当サイトのどのページからでも下記のリンク

は動作します。 

リンク 遷移先画面 

 

都立図書館のホームページのトップ画面へ遷移しま

す。 

 

東京都公式ホームページへ遷移します。 

 

本サイトについて英文で説明しているファイル（PDF

形式）を表示します。 

 

新聞及び雑誌の名前から所蔵の検索を行う画面へ遷

移します。 

詳細は P.10より記述しています。 

 

図書館の名前から所蔵の検索を行う画面へ遷移しま

す。 

詳細は P.15より記述しています。 

 

東京都立図書館の「東京都立図書館総合検索」のホー

ムページへ遷移します。 

 

東京都立図書館の「都立図書館蔵書検索」のホームペ

ージへ遷移します。 

 

上記の[新聞雑誌名から探す]同様、雑誌及び新聞の名

前から検索を行う画面へ遷移します。 

 

上記の[図書館から探す]同様、図書館の名前から所蔵

の検索を行う画面へ遷移します。 

 

当サイトのサイトポリシーについて記述したページ

へ遷移します。 

 

当サイトの個人情報について記述したページへ遷移

します。 

(4). サイトの説明について 

トップ画面には、当サイトを利用する際に、より円滑に操作が行えるよう当サイトについ

ての概要及び機能の説明を掲載しています。 
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2. サイトポリシー画面  

(1). 各画面の下部の[サイトポリシー]を押下すると下記のページが表示されます。 

 当画面では、サイトについての情報が閲覧できます。 
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(2). 各項目について 

 各項目の概要を以下に記述します。 

項目 概要 

このサイトについ

て 

このサイトについての概要、凡例が記載されています。「操作説明書」

のリンクを押下すると、「操作説明書」のファイル（PDF形式）が表

示されます。 

ウェブアクセシビ

リティについて 

ウェブアクセシビリティの説明と対象範囲、例外事項、ウェブアクセ

シビリティ検証結果について記載されています。「ウェブアクセシビ
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リティ 達成基準チェックリスト」のリンクを押下すると、「ウェブア

クセシビリティ 達成基準チェックリスト」のファイル（PDF形式）

が表示されます。 

個人情報保護につ

いて 

個人情報保護についての説明が記載されています。 

著作権について 著作件についての説明とリンクについて説明が記載されています。

「mailmaster@library.metro.tokyo.jp」のリンクを押下すると、上記

宛てにメールが送れるようになります。 

技術について 推奨環境と使用技術について記載されています。 

免責事項 免責事項について記載されています。 

その他 都立図書館のホームページの「サイトポリシー」のリンクと連絡先が

記載されています。「サイトポリシー」のリンクを押下すると、都立

図書館のホームページの「サイトポリシー」の画面に遷移します。 
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3. 新聞雑誌名から探す  

◼ 新聞雑誌検索画面  

(1). トップ画面の[新聞雑誌名から探す]を押下すると下記のページが表示されます。 

当画面では、新聞及び雑誌の名前から所蔵を検索することができます。 
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(2). 検索機能について 

各検索機能を以下に記述します。 

 

① 五十音別表示 

行頭文字を押下すると、その行の内容が表示されます。展開された文字をさらに押下

すると選択した文字から始まる資料を一覧で表示します。 

 

② キーワード検索 

各検索条件に基づいて検索を行います。 

検索機能 内容 

キーワード タイトルと出版者のキーワードを入力してください。 

タイトルはカタカナよみでも検索できます。 

検索種別 検索する対象を新聞または雑誌に絞るための機能です。 

[すべて]、[新聞]、[雑誌]よりいずれかを選択してください。 

言語 検索する対象の言語を絞るための機能です。 

[すべて]、[日本語]、[ハングル]、[中文]、[欧文]、[その他]よりいずれ

かを選択してください。 

所蔵館[自治体] 所蔵館を絞るための機能です。 

所蔵している図書館の所属する自治体が選択可能です。 

所蔵館[図書館] 所蔵館を絞るための機能です。 

所蔵している図書館が選択可能です。利用の際は、[自治体]の選択後、

[図書館]の選択を行ってください。 
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③ [検索]ボタン 

押下すると、上記キーワード検索の内容に基づいて検索を実行します。 

④ [検索条件をクリア]ボタン 

キーワードを空白にし、検索種別「すべて」、自治体「すべて」、図書館「すべて」

の状態に戻します。検索結果一覧を最初の状態に戻す場合は、[検索条件をクリア]ボタ

ンを押下後、再度[検索]ボタンを押下してください。 

 

(3). 検索結果一覧について 

検索結果一覧の表示項目について、以下に記述します。 

項目 内容 

総件数 検索条件に該当する資料の総件数が表示されます。 

タイトル 検索された資料のタイトルが表示されます。 

一覧の[タイトル]を押下するとタイトルの昇順及び降順に並び変えるこ

とが可能です。 

出版者 検索された資料の出版者が表示されます。 

一覧の[出版者]を押下すると出版者の昇順及び降順に並び変えることが

可能です。 

 

◼ 新聞雑誌検索詳細画面  

(1). 新聞雑誌検索画面の検索結果一覧より[タイトル]を押下すると、選択したタイトルの

詳細画面へ遷移します。 
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(2). 詳細情報について 

表示される資料の詳細情報について以下に記述します。 

項目 内容 

タイトル 資料のタイトルが表示されます。 

タイトルよみ 資料のタイトルよみが表示されます。ここでは、配列用タイトルよみは

表示されません。 

刊行頻度 資料の刊行頻度が表示されます。 

出版者 資料の出版者が表示されます。 

種別 資料の種別([雑誌]または[新聞])が表示されます。 

言語 資料の言語([日本語]、[ハングル]、[中文]、[欧文]または[その他])が表示

されます。 

注記 資料の注記が表示されます。表示する情報がない場合は、空の状態で表

示されます。 
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(3). 所蔵館一覧について 

新聞雑誌検索詳細画面の下部に、該当資料が所蔵されている図書館が一覧で表示され

ます。表示項目について、以下に記述します。 

項目 内容 

自治体 所蔵している図書館が属する自治体の名前が表示されます。 

一覧の[自治体]を押下すると自治体の昇順及び降順に並び変えることが

可能です。 

図書館名 所蔵している図書館の名前が表示されます。 

一覧の[図書館名]を押下すると図書館名の昇順及び降順に並び変えるこ

とが可能です。 

保存注記(自) 該当資料の各図書館での保存注記の始まりを表示します。 

一覧の[保存注記(自)]を押下すると保存注記(自)の昇順及び降順に並び

変えることが可能です。 

保存注記(至) 該当資料の各図書館での保存注記の終わりを表示します。 

一覧の[保存注記(至)]を押下すると保存注記(至)の昇順及び降順に並び

変えることが可能です。 

保存期間 該当資料の各図書館での保存期間を表示します。 

一覧の[保存期間]を押下すると保存期間の昇順及び降順に並び変えるこ

とが可能です。 

注記メモ 保存注記に関するメモが表示されます。 

一覧の[注記メモ]を押下すると注記メモの昇順及び降順に並び変えるこ

とが可能です。 

所蔵館一覧より[図書館名]を押下すると選択した図書館の詳細情報が表示されている画面へ

遷移します。 

※図書館の詳細画面については P.17にて記述しています。 
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4. 図書館から探す  

◼ 図書館検索画面  

(1). トップ画面の[図書館から探す]を押下すると下記のページが表示されます。 

当画面では、図書館名から所蔵を検索することができます。 

 

 

 



16 

 

(2). 検索機能について 

各検索機能を以下に記述します。 

 

① キーワード検索 

各検索条件に基づいて検索を行います。 

検索機能 内容 

自治体 検索する対象を自治体で絞るための機能です。 

所蔵している図書館が属する自治体が選択可能です。 

キーワード 検索したい図書館名の一部分を入力してください。 

詳細検索 検索したい各図書館のインターネット等サービス状況で絞るための機能

です。チェックボックス形式で以下の項目より複数選択が可能です。 

◼ 電子メールでレファレンスを受け付けている 

◼ インターネット利用ができる 

◼ 無線 LANの設置がある 

◼ 持参パソコン用電源席を設けている 

◼ Wordや Excel 等を使えるパソコンがある 

◼ 有料オンラインデータベースが利用できる 

◼ 有料オンラインデータベースのプリントアウトサービスが利用できる 

◼ カラーコピー設備あり 

◼ 障害者サービス用カセット所蔵あり 

◼ 障害者サービス(対面朗読・録音図書作成・資料の宅配など)実施あり 

◼ コンパクトディスク所蔵あり 
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② [検索]ボタン 

押下すると、上記キーワード検索の内容に基づいて検索を実行します。 

③ [検索条件をクリア]ボタン 

キーワードを空白にし、自治体「すべて」とし、詳細検索のチェックがすべて外れた

状態に戻します。検索結果一覧を最初の状態に戻す場合は、[検索条件をクリア]ボタ

ンを押下後、再度[検索]ボタンを押下してください。 

 

(3). 検索結果一覧について 

検索結果一覧の表示項目について、以下に記述します。 

項目 内容 

総件数 検索条件に該当する図書館の総件数が表示されます。 

自治体 検索された図書館が属する自治体が表示されます。 

一覧の[自治体]を押下するとタイトルの昇順及び降順に並び変えること

が可能です。 

図書館名 検索された図書館の名前が表示されます。 

一覧の[図書館名]を押下するとタイトルの昇順及び降順に並び変えるこ

とが可能です。 

◼ 図書館検索詳細画面  

(1). 図書館検索画面の検索結果一覧より[図書館名]を押下すると、選択した図書館の詳細画

面へ遷移します。 
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(2). 詳細情報について 

表示される図書館の詳細情報について以下に記述します。 

項目 内容 

図書館名 図書館の名前が表示されます。 

地図 画面右上に図書館の所在を示す地図が表示されます。 

地図の上の[大きな地図で見る]を押下すると、新しく画面が立ち上がり

該当図書館の位置を中心とした GoogleMapsのページへ遷移します。 

郵便番号 図書館の郵便番号が表示されます。 

所在地 図書館の所在地が表示されます。 

電話番号 図書館の電話番号が表示されます。 

座席数 

※机席(椅子のみ) 

図書館の机席の数が表示されます。 

( )内の数字は椅子のみの座席数になります。 

開館時間 図書館の開館時間が表示されます。 

休館日 図書館の休館日が表示されます。 

交通機関 図書館への行き方及び最寄駅が表示されます。 

駐車場・駐輪場 図書館や図書館の近隣に使用可能な駐車場・駐輪場が表示されます。表

示する情報がない場合は、空の状態で表示されます。 

備考 図書館の特徴など該当図書館に関連した情報が表示されます。表示する

情報がない場合は、空の状態で表示されます。 

詳細情報 インターネット等サービス状況が表示されます。表示する情報がない場

合は、空の状態で表示されます。 

(3). [この図書館の所蔵一覧を見る]について 

 

上記リンクを押下すると該当図書館で絞り込まれた状態の新聞雑誌検索画面へ遷移し

ます。 

※新聞雑誌検索画面については P.10にて記述しています。 

 


