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開館時間 【平日】8:30～17:00  【土日祝】閉館 

時間外特別利用（医学科6年生・保健学科4年生のみ※）   

 【平日】17:00～22:00 【土日祝】利用不可 

            ※特別利用カードの申請が必要です。 

臨時閉館中 

◎教職員は直近7日間、県外移動及び感染者との接触のない

方であれば入館できます。 

◎学生は上記の条件に加え、研究目的のやむを得ない事情

が事前の利用申請で認められた方のみ入館可能です。 

各種サービスへのアクセスはこちらから 

図書館ホームページ （OPAC） 

https://www.lib.akita-u.ac.jp/top/ 

トップページのサイト内検索にキーワードを入力してもアクセスできます。 

電子ブック 

https://www.lib.akita-u.ac.jp/top/
ja/node/46 

学内の感染対策に合わせて、随時、変更していきますので、最新の情報は図書館ＨＰでご確認ください。 

リモートレファレンス 

https://www.lib.akita-u.ac.jp/
top/ja/node/277  

事前利用申請（中央図書館） 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL07-

Bq3jfMSL-aMTQ8I40R_Mr8YKdLaeNcFr_WzAX8XzigQ/
viewform?usp=sf_link 

電子ジャーナル 

https://www.lib.akita-u.ac.jp/
top/ja/node/81 

電子リソースの学外からの利用方法（学認） 

https://www.lib.akita-u.ac.jp/top/
ja/node/64 

◎学生の利用は授業や実習でキャンパスへ来る必要がある

方に限ります。 

◎教職員は直近7日間、県外移動及び感染者との接触の

ない方であれば入館できます。 
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Business

「日経ビジネス」「日経WOMAN」など、日経BP発行の専門情報誌が閲覧でき
るオンラインデータベースが利用できます。

学認により学外から
もアクセス可能！

QRコードから
もアクセスでき

ます

図書館ホームページよりアクセス

トップページ→「学外からも
利用可能な電子リソース」→
電子リソースクイックアクセ
ス内の「日経BP記事検索サー
ビス」

記事のキーワード検索や雑誌記事の閲覧のほか、

論文・レポート作成に役立つ情報 最新の就職情報

• 情報の探し方
• 用語検索
• 引用の仕方
• Word・Excelなどの使い方

• 優良企業ランキング
• 企業・自治体の最新情報
• 各業界の旬なテーマ
• 会社名検索

などのコンテンツをチェックできます！

電子ジャーナルの選択的なダウンロードにご協力ください

電子ジャーナル提供元の多くは、大量
ダウンロードを禁止しています。違反が
あると該当の端末からのダウンロードが
停止され、最悪の場合は大学全体がアク
セスできなくなります。論文のダウン
ロードは選択的にお願いします。

端末のダウンロードが停止されると表示されるメッセージ

【ブラウザ先読み機能の停止方法】

「設定など」→「設定」→
「Cookieとサイトデータの管理
と削除」→「ページをプリロード
して閲覧と検索性を高速化す
る」をOFFにする。

「 Google Chrome の 設
定」→「設定」→「プライバシー
とセキュリティ」→「Cookieと他
のサイトデータ」→「ページをプ
リロードして、閲覧と検索をす
ばやく行えるようにする」をOFF
にする。

URL欄に「about:config」
と入力→コンフィグの
「network.prefetch-
next」をfalseにする。注意画
面が表示された場合は「危険
性を承知の上で使用する」を
選択。

「Safari」→「環境設定」
→「検索」→「バックグラウンド
でトップヒットを事前に読み込
む」をOFFにする。

また、ブラウザの先読み機能など、一括でダウンロードができる機能を有効にしていると、意図
せず大量のダウンロードを行ってしまうことがあります。停止していただくか選択的にダウン
ロードされるよう設定をお願いします。

※ブラウザのアップデートにより停止方法が変更となる可能性があります。

Microsoft Edge Google Chrome Fire Fox Safari



図書・雑誌、中央図書館発行の公費コピーカードは 

令和4年2月28日（月）  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ください。返却期限

日までに忘れずに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。職員が対

応いたしますので、8:30～17:00の時間帯にお

越しください。 

図書やカードを紛失した場合は、サービスデスクまでお申し出ください。 

令和4年3月17日（木）  

特別利用カードは 

 中央図書館では12月1日～2日にかけて、

秋田大学教育文化学部附属中学校1年生4名

の職場体験受入を行いました。 

 図書の整備やサービスデスクでのカウン

ター業務、1階展示コーナーへの展示など、

様々な仕事を体験してもらいました。 

 

 附属図書館では近隣中学校の職場体験を随

時、受け入れています。もし来館中に見かけ

ることがありましたら、温かく見守っていた

だけますと幸いです。 

職 場 体 験 受 入 の 報 告 



厳しい寒さが続く上に、まだまだコロナの脅威も収ま

る気配がありません。本号では当初、中央図書館の開館

時間延長を広報予定でしたが、現在、中央図書館は臨時

閉館を余儀なくされております。 

皆様の利用希望に応えることができず、大変申し訳あ

りません。臨時閉館に伴い、急遽、1面の内容を現在の

開館状況・提供中のサービス紹介に差し替えました。も

うしばらくは利用制限が続きそうですが、可能な限り皆

様の希望に応えたいと思っておりますので、お困りのこ

とがございましたら、どうぞご相談ください！   

 

お 知 ら 
か 
ら 
の 図書館 せ 

編 集 後 記 

KinoDen & Maruzen eBook Library 機能改修の御案内 ◆ 

◆ 

◎ Maruzen eBook Libraryの機能改善 
 

 TOPページにコンテンツ種別の検索機能が追

加され、絞込検索ができるようになりました。

キーワードを入力して、利用したいコンテンツ

種別のみに絞って検索することができます。 

メディカルオンラインの試読サービスを実施中（2022年2月28日まで）  

 現在、アクセス可能な全ての図書を読むことができるほか、閲覧数が多かった電子ブックについては

購入対象となる予定です。 

 学認を使えば学外からもアクセス可能。この機会にぜひ利用してみてください。 

 アクセスはこちら→ https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/ またはQRコードから → 

本学教職員等 

著作寄贈図書 

本学教員が著し、寄贈
いただいた資料です。 

中央図書館2階秋田大
学コーナーへ配架して
います。 

書名 著者名 請求記号 

読解力を鍛える古典の「読み」の授業 阿部昇著 375.85||A12 

国語の授業で「深い学び」をどう実現していくか 「読み」の授業
研究会編 375.8||Y81 

国語の授業で「言葉による見方・考え方」をどう鍛えるのか 「読み」の授業
研究会編 375.8||Y81 

国語の授業で「対話的な学び」を最大限に生かす 「読み」の授業
研究会編 375.8||Y81 

◎ KinoDenブラウザビューワの改修 

①検索ボックスを上部へ移動した。 
 

②右上のメニュー表示から文字の拡大、音声読上げ等の機能を使用できるように     

 なり、閲覧「終了」ボタンが追加された。 
 

③左右のページ進行アイコンが、上下バーが表示されている間は常に表示される 

 ようになった。ページをめくると非表示になり、中央部分をクリックすると再 

 表示される。 
 

④ページ拡大ボタン、文字拡大ボタンの新設置。(※文字拡大ボタンはEPUBのみ) 
 

⑤ページスライダー上のページ番号表示。（※PDFのみ） 
 

⑥直接PDF出力ではなく、ブラウザの印刷ダイアログからPDF保存を選ぶ形に   

 変更。（※許諾されたコンテンツのみ） 
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      編集・発行■秋田大学附属図書館 
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 中央図書館 

TEL：018-889-2279 

FAX：018-832-4917 

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

 医学図書館 

TEL：018-884-6052  

FAX：018-884-6252 

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


