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利用資格：本学学生 ／ 受付時間：平日9：00～16：00（12：00～13：00をのぞく） 

アクセスURL ／ ログインパスワード等 Mylibraryに記載 

リモートレファレンス 

サービスについて 

 提供サービス(２種類) 相談時間 事前予約 内容 

クイックレファレンス 5分程度まで 不要 5分程度で回答可能な、簡単な質問を受付 

30分レファレンス 30分程度まで 必要 長めの質問ができますが、事前に予約が必要です 

 中央図書館ではzoomで図書館利用や電子リソースの使い方などに関する相談質問が可能なリモートレファレンスサービス

を開始しました！図書館の利用方法や文献の探し方、電子リソースの使い方などに関する相談質問を受け付けています。 

※クイックレファレンスから受け付けた質問でも、内容によって時間が必要な場合は

30分レファレンスをご案内することがあります。 

利用・ 

アクセス方法 

①MyLibraryへログイン後、受けたいレファレンスサービスを選択します。 

 クイックレファレンスの場合→ zoom画面が起動します。案内に従って入室
してください。 

 30分レファレンスの場合→ 申込画面（Googleフォーム）から希望の日時、
質問内容を予約申し込みしてください。 

 受付完了後、アクセス方法を記載したメールを返信いたします。 

 ④相談終了後はお手数ですが、アンケートにご協力をお願いします。 

  アンケートフォームはMylibraryにリンクがあります。 

②zoomにアクセスすると待機室に入ります。図書館から順番に入室の操作を
しますのでそのままお待ちください。 

 ※質問はお一人ずつ受け付けいたします。しばらく待っても入室できない場
合は、時間を置いてから再度アクセスしてください。 
 

③入室すると図書館のHP画面が表示され、そのまま相談をお受けします。 

 必要がない限りは図書館のHP画面のまま通話を行いますので、顔を写さずに
質問が可能です。 

アンケート画面 

入室後 表示画面 

申込画面 

https://www.lib.akita-u.ac.jp/opac/user/login?location=%2Fopac%2Fuser%2Ftop


IDENTのURLを

クリック 

事前設定不要！ 

所属機関で「秋田大学（Akita University）」を選んで、 

AUアカウント（a.net、AU-CISのログインID/PW）を入力するだけ  

学認を使えば、さまざまな電子リソースが 

学外からも利用できます！ 

◆電子ブックアクセス方法◆ 

1．図書館HPからのアクセス方法 

①図書館ホームページ→電子リソースクイックアクセス→電子ブックをクリック 

②電子ブック提供サイトから利用したいサイト名をクリック 

2．OPACからのアクセス方法 

①OPAC詳細画面のIDENTのURLをクリックすると電子ブックのサイトに移動する 

②アイコンをクリックして閲覧する 

利用できる電子ブックが増えました！ 
 “KinoDen”、“ProQuest Ebook Central”を新たに導入しました。シラバス図書、各学部・センターの教員が選定

した学生用図書の内、電子化されたものを電子ブックとして購入しました。在宅学修にご活用ください。どちらも学認経由

で学外から閲覧可能です。 

 “KinoDen”は日本の学術図書、“ProQuest Ebook Central”は海外の学術図書が利用できます。 

Web of 
Science 

文献・引用情報データベース 

※Impact Factorを確認できるJCRも学認対応 
Nature 

NPG発行Nature（1997～）及び 

Nature関連誌5タイトル（自然科学・医学分野） 

Scopus 
世界最大の文献・ 

引用情報データベース（全分野） 

メディカル 

オンライン 

医学関連分野の和雑誌の文献検索、 

医薬品・医療機器の検索 （医学分野） 

アクセス方法→図書館トップページ【学外からアクセス可能な電子リソース】をチェック 

【学認を使ってアクセスできる電子リソース（一例）】 

まずは、図書館HPへアクセス！ 

こちらをクリック 

→学認で学外からアクセス可能な電子リソース一覧や、各アクセス方法を確認できます。 

https://www.lib.akita-u.ac.jp/top/?q=ja/node/46
https://www.lib.akita-u.ac.jp/top/
https://www.lib.akita-u.ac.jp/top/?q=ja/node/64


 設置場所 中央図書館…1Ｆ自動貸出機横（写真右上）  

      医学図書館…1Ｆコモンズの階段横（写真右下） 

医学 

図書館 

【入館予約】 

 ◆1月現在、予約・入替なしで館内資料の閲覧・貸出返却・コピー・指定閲覧席の利用が可能です。 

 ※入館前に利用手続きが必要です。一時退館は可能ですが、事前にサービスデスクまでお声がけください。 

 ※同時在館60名を越えた場合、入館をお待ちいただくことがあります。  

中央 

図書館 

図書館のサービス体制について 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、附属図書館では2020年6月以降、入館人数やサービス
内容を制限した部分的開館を実施しています。 

 ※中央図書館・医学図書館ともに、当面の間学外の方は利用できません。 

 使い方は所定の位置に資料をセットした後、ボタンを押して30秒待つだけ

なのでとても簡単です。 

 また資料は最大６冊まで除菌できる他、中に収まるサイズであれば大型・

変版の資料にも対応しています。 

 除菌機は自由に使用できますので、この機会にぜひご利用ください！  

書籍用除菌機を導入しました！ 

【入館予約】 

 ◆教職員・院生→不要 

 ◆学部生→図書館ＨＰ「施設予約ログイン」から予約 

 ※閲覧座席の利用は医学科6年生・保健学科4年生のみ。 

 ※同時利用人数には上限があります。 
 

【図書借用申請】※学部生向け 

 事前にメールで申請した図書を医学図書館サービスデスクで受け取ることができます。 

 申請した図書を受け取る場合には入館予約は不要ですが、館内の座席は利用できません。 

【開館時間】(共通) 平日 ： 9：00～16：30 ／ 土日祝 ： 休館 

 ※状況によりサービス内容を変更する場合があります。詳細・最新情報に
ついては、図書館ＨＰの各館からの案内をご確認ください。  

 懇談会当日は国際資源学部、教育文化学部、理工学研究科の学生７名が参加
し、リモートレファレンスサービスの紹介のほか、コロナ禍の中で図書館が提
供している電子資料や閲覧利用について意見交換が行われました。 

 今回提案された意見の中で実現可能なものについては、今後の提供サービス
に反映していきます。 

 懇談会は図書館長に直接意見を伝えることができる滅多にない機会です。特
に利用者である学生の皆さんからの意見は、図書館の学習環境を改善していく
上でとても貴重です。 

 来年度も開催を予定しておりますので、図書館へ意見・要望をお持ちの学生
さんの積極的な参加をお待ちしております！ 

令和２年11月20日（金）「学生と図書館長との懇談会」を開催しました！ 



中央図書館 

ＴＥＬ：018-889-2279 FAX:018-832-4917 

 MAIL: libriyo@jimu.akita-u.ac.jp 

 

書名 著者名 請求記号 

日本古代における地方制度の諸問題に関する研究             

第1冊・第2冊・第３冊 
新野直吉 

322.13||N72  

||v.1 ||v.2 ||v.3 

Under fire : women and World War II     

(Jaarboek voor vrouwengeschiedenis:v. 34) 

[English editor, Saskia 

Bultman] 
367.2||H89 

秋田県の戦争遺跡 : 次世代を担うあなたへ 秋田県戦争遺跡研究会編 212.4||A37 

Anthropological enquiries into policy, debt, business, 

and capitalism : print (Research in economic anthro-

pology : an annual compilation of research:v. 40) 

edited by Donald C. 

Wood 
332||W86 

Memahami drama-drama indonesia zaman jepang William Bradley Horton 224||H89 

교실 카스트（教室内 (スクール) カーストの韓国語翻訳版） 항효순감수/스즈키쇼지음/ 371.3||Su96 

卒業生の図書・雑誌、特別利用カードは 

令和3年2月26日（金）  までにご返却願います。  

■図書・雑誌の返却について 

卒業を控えた学生のみなさん 

 開館時間中に返却しに行けないという場合は、

ブックポストをご利用いただけますので、返却期

限日までに忘れずにご返却をお願いいたします。  

■特別利用カード・公費コピーカードの返却について  

 特別利用カード、中央図書館発行の公費コピーカードをお持ちの方は、必ずサービスデスクまでご返却ください。 

※特に特別利用カードをお持ちの医学部のみなさんは、国家試験出発前に必ずご返却ください。 

退職を控えた教職員のみなさん 

 研究費で購入した資料は、退職時に返却していただ

きますようお願いいたします。 

 また研究図書・雑誌をまとめてご返却の際は、保管

場所を確保する必要がありますので、事前に図書館ま

でご連絡くださると助かります。９:０0～1６:３0の時

間帯にお越しください。 

令和3年3月17日（水）  

教職員の図書、雑誌、特別利用カード、中央図書館発行の公費コピーカードは 

No. 15 令和3年 1月15日 発行 

編 集■秋田大学附属図書館出版物編集委員会 

発行者■秋田大学附属図書館 

     〒010-8502 秋田市手形学園町1-1 

医学図書館 

ＴＥＬ：018-884-6052    FAX:018-884-6252 

 MAIL: ibun@jimu.akita-u.ac.jp 

フローチャート救急漢方薬 : リアル救急でも使える! 
新見正則,     

中永士師明著 
WB105||N72f||2020 

응급질환 한방진료 매뉴얼              

（急性期漢方マニュアルの韓国語翻訳版） 
나카에 하지메 WB55||N163||2020 

中央図書館 

医学図書館 

 本学教員が著し、寄贈
いただいた資料です。 

 下記の場所に配架して
います。 

 中央図書館 

  →秋田大学コーナー 

 医学図書館 

  →2階開架書架  

https://www.lib.akita-u.ac.jp/opac/volume/682212?current=1&q=%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88&total=1&trans_url=%2Fopac%2Fsearch%3Fcount%3D10%26defaultpage%3D1%26defaulttarget%3Dlocal%26order%3Drecommended_d%26q%3D%252
https://www.lib.akita-u.ac.jp/opac/volume/886633?current=2&q=%E6%80%A5%E6%80%A7%E6%9C%9F%E6%BC%A2%E6%96%B9%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB&total=2&trans_url=%2Fopac%2Fsearch%3Fcount%3D10%26defaultpage%3D1%26defaulttarget%3Dlocal%26order%3Dreco

