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■実施期間 ～７月３１日（土）まで  

■アクセス先 https://elib.maruzen.co.jp  

※蔵書検索システムOPACの検索結果からも直接、

各タイトルにアクセスできます  

■学外からのアクセス方法 

①画面に表示されている[学認アカウントをお持ちの

方はこちら]をクリック 

② [所属機関の選択]で 秋田大学 を選んで、[選択]を

クリック 

③AUアカウント（a･netまたはAU-CISのID/PW）

でログイン 

問合せ先：学術情報資源担当（図書）  

（内線：2274 Mail : libtos@jimu.akita-u.ac.jp） 

■注意事項 

・1タイトルの試読時間は5分間です。 

・印刷および保存の機能は利用できません。 

・同時アクセス数1のため、他の人が利用中のタイ

トルは同時には利用できません。 

・試読サービスは本学学生および教職員が対象で 

す。学外の方は利用できません。  

電子ブック リクエスト受付中！（詳しくは2面へ） 

 Maruzen eBook Libraryとは？ 

主に国内出版社の学術書を電子ブックで提供するプラットフォーム。パソコンやスマートフォン

等から利用可。学認に対応しており、学外からもアクセス可。 

 試読サービスとは？ 

 期間中、Maruzen eBook Libraryに収録されている約70,000タイトルの電子ブックが利用

可。文系、理系を問わず、幅広い分野のタイトルを収録。試読期間終了後は、期間中のログを参考

に電子ブックを購入。 

Maruzen ebook library試読サービス 
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主な学認対応電子リソース一覧 / 秋田大学学術情報リポジトリ（AIR）更新  ・・・・・・・・・・・・・・・3 

図書館からのお知らせ / 編集後記    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 
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■リクエスト方法 

〇KinoDen、Maruzen eBook Libraryの場合 

■実施期間 

6/1～ 予算がなくなり次第終了 

（最長で2月末まで） 

■対象資料 

KinoDen、Maruzen eBook Library、 

メディカルオンラインイーブックスの未購入タイトル 

1人4万円までリクエスト可能 

（医学書の単価が高額なため、医学部は金額制限なし） 

1. それぞれのサイトにアクセス 

2. 書名等で検索→未購入タイトルに表示される 

 「リクエストアイコン」をクリック 

3. 備考以外の項目を入力して申し込んでください 

※ 学 生 限 定 の キ ャ ン ペ ー ン と な り ま す 。 

電子ブックリクエストキャンペーン 

 利用可能になりましたら、メールで 

 ご連絡します！ 

 

 

 Maruzen eBook  

 Library 

 https://

elib.maruzen.co.jp  

 

 
 

1. メディカルオンラインイーブックス 

 のサイトにアクセス 

  https://mol.medicalonline.jp/library/ 

ebooks/  

2. 書名等で検索→未購入タイトルに表示さ 

  れる「未契約」が表示されているか確認 

3. サイトに「リクエストアイコン」がない 

  ため、MyLibraryの新規申し込みの 

 「資料購入リクエスト」をクリック 

4.  タイトルの書名等の情報を入力 

 

 ※電子ブックのリクエストだと分かるよう、 

 リクエスト理由・利用目的の欄に「MOL電子 

  ブック」と入力してください。 

※医学部の方がMyLibraryから電子ブックをリ

クエストする際は分野に関わらず、依頼先館は

「医学図書館（本道）」を選択してください。 

■注意事項  

「氏名」「学籍番号」「メールアドレス」が空白で申込

者が特定できない場合や「希望理由」が空白の場合は選

書対象としませんのでご注意ください。 

 中央図書館では自宅等からzoomを介して質問・相談ができる
オンライン学習相談（リモートレファレンス）を実施していま
す。学習に関する相談ならどんなことでもOKです。お気軽にご
相談ください。 詳しくはこちらからご確認ください。⇒⇒⇒ 

オンラインで学習相談を 

受け付けています。 

皆さんからの相談をお待ち
しております！ 

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

 

 

KinoDen 

 https://

kinoden.kinokuniya.co.jp/

akitauniv/  

〇メディカルオンラインイーブックスの場合 

こんな質問にお答えします！！：図書館の使い方、電子ブックの利用方法、文献の検索・入手方法など 
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「秋田大学学術情報リポジトリ（AIR）」が一時停止します。 

リポジトリソフトウェアのバージョンアップに伴うデータ移行作

業のため、登録停止期間において研究成果物の登録が一時停止され

ます。また、非公開期間においては登録成果物の閲覧や本文PDFの

ダウンロードもできませんので、予めご了承ください。 

登録停止期間 令和3年6月26日（土）～ 9月20日（月） 

 非公開期間 令和3年9月13日（月）～ 9月16日（木） 

サイト名 内容 リンク先URL QRコード 

Scopus 世界最大の文献・引用情報データベース https://www.scopus.com/search/

form.uri?display=basic#basic  
 

CiNii  

Articles 

国内の学会誌・紀要等に掲載されている

学術論文のデータベース 

https://ci.nii.ac.jp/  

日経BP記事 

検索サービス  

日経ＢP社が発行する雑誌（約50誌）の

記事、企業や官公庁、地方自治体の発表

するリリース資料 

http://bizboard.nikkeibp.co.jp/
academic/ 

 

Japan 

Knowledge  

70以上の辞典・事典、叢書、雑誌が検索

できる国内最大級の辞書・事典サイト  

https://japanknowledge.com/library/  

eBook 

Collection 

EBSCO提供電子ブック約3,600タイトル。

海外の主要な出版社および大学出版局の書籍

を電子ブックで提供するプラットフォーム。

和書もあり。  

http://web.a.ebscohost.com/ehost/
search/basic?sid=8c9d5d55-23bc-4e47-
85e4-
1b9047d1cff0@sessionmgr4008&vid=0
&tid=2003EB 

 

サイト名 内容 リンク先URL QRコード 

医中誌Web 日本の代表的な医学・看護分野データ

ベース 

https://search.jamas.or.jp/  

PubMed 生命科学分野の世界的データベース 

（米国国立医学図書館作成）  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?

otool=ijpakumlib 
 

メディカル 

オンライン 

医学関連分野の和雑誌約1000タイトル

の論文が検索・閲覧可能 

https://mol.medicalonline.jp/library/  

学認の使い方は 

こちらから ⇓ 

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

top/?q=ja/node/64 

 

主な学認対応電子リソース一覧 
遠隔授業の味方！自宅からでも使える！！ 
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お 知 ら 
か 
ら 
の 図書館 せ 

 三浦文庫特設展示 を行いました。 ◆ 

◆ 

 中央図書館では平成13年4月に交通事故に遭い、志半ばで亡く

なった三浦芳代子さん（当時 教育文化学部3年）を偲び、事故から

20年となる今年、命の尊さを改めて見つめ直す機会とするため、4

月から5月にかけて、特設展示を実施しました。 

 附属図書館では三浦さんのご両親からご寄贈いただいた心理学・

犯罪被害者支援関連の資料を中央図書館2階に「三浦文庫」として

開設しています。特設展示は終了しましたが、常時、閲覧・貸出が

可能です。ぜひご利用ください。 

 

 医学情報データベース「Current Decision Support」のご案内 

 5月からプレシジョン社提供の医学情報データベース「Current Decision Support（CDS）」が利用できる

ようになりました。 

 CDSは3,000疾患／700病状の所見／全処方薬の情報を掲載している診療マニュアルです。キーワード検索

や関連タグを使った詳細な絞り込みの他、インデックスからたどる閲覧も可能です。 

 アクセスはこちらから→ https://d500232.cds.ai/docs 

  ※学内ネットワークに接続してご利用ください。 

 書名 著者名 請求記号 

日本現代史とユダヤ思想 苗村育郎 210.7||N47 中央図書館 

2階 

秋田大学 

コーナー 

教職の世界 : 子どもたちの未来のために 伊藤成年 374.3||I89 

地域における継承的アーカイブと学習材と

しての活用（科学研究費補助金基盤研究

(C)研究成果報告書） 

外池智 
377.7||秋田大

||0286 

医学図書館 脳と自我：意識・夢・進化 苗村育郎 B||N47n||2018 

コロナ禍の日々が続いていますが、皆様はいかがお過

ごしでしょうか。私は趣味であるトライアスロンができ

ない状況が続いて落ち込んでいましたが、こういう時こ

そ「本を読む好機である」と前向きに考えてみることに

しました。 

さて、今回のしゅうとでは、電子ブックの試読サービ

ス・リクエストキャンペーンを特集しております。電子

ブックは学認を経由することで、いつでもどこでもアク

セスすることができます。「おうち時間」のお供に、ぜ

ひご活用ください。 
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