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ふくろう便り 
（北陸大学図書館報 号外）  

VOL.9 ： 2021 年 4 月号 
 新年度が始まりましたが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。 

 図書館では 5 月以降、読書感想文・書評コンクール等の学生参加型企画や対面・オンライン

によるデータベース等の利用講習会、図書館ガイダンス、学外から利用できるデータベース等

のサービスをお知らせしていきます。 

 

図書館の 2021年 1月～3月を振り返ってみます。 

 

 
 

  

◆◆ 2021（令和 3）年度 図書館委員紹介 ◆◆ 

 

   委員長（図書館長）        鍛治 聡 （教授） 

   薬学部              手塚 康弘（教授）、毎田 千恵子（講師） 

   経済経営学部           松本 和彦（教授）、南谷 直利（教授） 

   国際コミュニケーション学部    林 洋一（教授）、轟 里香（准教授） 

   医療保健学部           二ノ倉 欣久（教授）、關谷 暁子（准教授） 

   図書館事務課           田邊 良和（課長） 

 

1月 第 20回読書感想文・第 2回書評コンクール表彰式及び第 3回ビブリオトーク       

オンライン学生選書会 

春季長期貸出開始（返却期限日は 4月 9日） 

2月 薬学部 4・5年次生対象の二次資料検索と電子ジャーナルの利用講習会 

3月 『北陸大学紀要』第 50号発行、図書館報 NO.50発行 

1月 27日 第 9回図書館委員会 

（オンライン） 

北陸大学紀要、2021年度開館日程、推薦図書の購入、オンラ 

イン学生選書会、国立国会図書館デジタル化資料送信サービス 

複写料金改正、二次資料バックナンバーの除籍、等 

2月 22日 第 10回図書館委員会 北陸大学紀要、推薦図書の購入、薬学部分館所蔵雑誌等の保存

期間、薬学部分館所蔵図書の不用判定、自己点検・評価報告書、

等 

3月 17日 第 11回図書館委員会 

（オンライン） 

北陸大学紀要、2020年度事業計画（骨子）進捗管理表（４月 

報告）、2021年度図書館事業計画、実務実習中における文献の 

取扱、動画配信サービス「ビジュランクラウド」の導入、読書感 

想文・書評コンクールの検証、等 

☆ 図書館委員会日誌 ☆ 
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推 薦 図 書 

  2020年度第 1回～第 11回の図書館委員会で選定された推薦図書は合計 584冊です。 

推薦図書は、教員が主に学生の皆さんに利用してほしい本・DVD・電子ブック等を推薦

し、図書館委員会で選定するものです。 

学生の皆さんは、図書館で購入してほしい本等がある場合、先生に依頼するか、図書館に

リクエストを申し込んでください。                          

                                         

☆ 学生リクエスト ☆                                  

2020年度の学生リクエストで購入した本と申込理由（要約）は次の通りです。 

 

★ 薬学部生 ★ 

植物たちの静かな戦い                            藤井 義晴著 

 創薬分野に応用することが期待されているプレロケミカルについての本は薬学部にふさわしいと思うため。 

次亜塩素酸の科学                                  福崎 智司著 

 次亜塩素酸について知りたいため。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

★ 経済経営学部生 ★ 

経営学入門ベーシック+                            藤田 誠著 

 大学院受験に必要な参考書であるため。 

技術革新のマネジメント                          中川 功一著 

 大学院受験勉強のため。 

爆発的ヒットは“想い”から生まれる                          境 治著 

 卒業論文に必要なため。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

★ 国際コミュニケーション学部生 ★ 

日本語の談話におけるフィラー                           山根 智恵著 

 卒業論文・大学院進学のため。 

国際規範はどう実現されるか                          西谷 真規子編著 

 国際関係に対しての理解や、大学院入試に役に立つため。 

北極国際法秩序の展望                        稲垣 治, 柴田 明穂編著 

 卒業論文に必要なため。 

中国21 Vol.53                            愛知大学現代中国学会編 

 卒業論文に必要なため。 

学生リクエストについてのお問い合わせ・お申し込みはお気軽にどうぞ。 
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☆ 読書推進企画 「オンライン学生選書会」 ☆ 
 

 「オンライン学生選書会」は学生が他の学生にも薦めたい本を選書する企画です。 

2021年 1月に実施し、6名の参加がありました。 

 本館は 1F読書コーナーに 8冊、薬学部分館は新着図書コーナーに 1冊 計 9冊を配架し

ています。是非読んでみてください。次回も、ふるってご参加ください。 
 

オンライン学生選書会で購入した本と選書理由（要約）は次の通りです。 

 

★ 薬学部生 ★ 

プログレッシブ生命科学                米田 悦啓,岡村 康司,金井 好克,西田 幸二編 

 薬理学や薬物治療学の基礎となる自然科学の生命情報領域の本として読みやすいと感じたため。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

★ 経済経営学部生 ★ 

ザ・コピーライティング        ジョン・ケープルズ著;神田 昌典監訳;齋藤 慎子,依田 卓巳訳 

 文章力のスキル向上やビジネスのシーンでの活用等卒業後も汎用性があると思うため。 

シュガーマンのマーケティング 30の法則  ジョセフ・シュガーマン著;佐藤 昌弘監修;石原 薫訳 

 顧客の購買心理等を読み解くマーケティングは、心理社会学科の参考になると思うため。 

「戦争」の心理学             デーヴ・グロスマン,ローレン・W・クリステンセン;安原 和見訳 

 大切な人を命懸けで守らなければならない人たちの精神状態をみんなに知ってほしいため。 

知識を操る超読書術                                              メンタリスト DaiGo 著 

 この本を読むことでより効率的に読書ができるようになると思うため。 

会計学者の責任                                                            渡邉 泉著 

 簿記の歴史が全て掲載されている本のため。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

★ 国際コミュニケーション学部生 ★ 

敗者のゲーム                        チャールズ・エリス著;鹿毛 雄二訳 

 4年生の私を含め下級生がこの投資に関する本を読むことで、金融リテラシーの向上に役立つと思うため。       

賢明なる投資家                  ベンジャミン・グレアム著;増沢 和美,新美 美葉訳 

 投資を成功させるためには、物事を多角的に見る必要があり、先ほどの本（『敗者のゲーム』）とは考え方が違うため。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

★ 医療保健学部生 ★ 

選ばれる女におなりなさい                ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ著 

 デヴィ夫人が日本でただ 1人外国の国家元首の妻となった過程に興味を持ったため。 

 

 

 
【本館】 【薬学部分館】 
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☆ 二次資料検索と電子ジャーナルの利用講習会 ☆ 

 2月 9日(火)～19月(金)・3月 11日（木）、薬学部分館において、4・5年次生対象の二次資

料検索と電子ジャーナルの利用講習会を開催しました。 

 今回は新型コロナウイルス対策として、少人数、短時間で行いました。講習会には合わせ

て 45名の参加があり、そのうち 1名はオンラインでの参加でした。 

講習の主な内容は次の通りです。 

・医中誌 webの使い方 

・ScienceDirectの利用者登録及び検索方法 

・SciFinderⁿ のユーザー登録及び eラーニング利用方法 

・データベースや二次資料の検索結果から、リンクリゾルバを経由して本学が契約している                                                           

電子ジャーナルやオープンアクセス誌にアクセスする方法   

・学外からでも利用可能なデータベース等の説明 

 講習会は 8月下旬にも予定していますので、病院・薬局実習の関係で今回受講できなかった

方は、薬学部分館にお申し込みください。随時対面及びオンラインでも受け付けています。           

メールアドレス：ylib-g@hokuriku-u.ac.jp 

 

☆ 学外実習中における文献の郵送サービス ☆ 

 学外実習中、薬学部生及び医療保健学部生の皆さんを対象として、学外からダウンロード

ができないジャーナルの文献を図書館から自宅まで郵送するサービスを行います。 

            

主な文献は次の通りです。 

１．メディカルオンラインやオープンアクセス誌からダウンロードできない文献 

２．学内でしかダウンロードできない電子ジャーナル掲載の文献 

 

詳細は図書館までお問い合わせください。 

図書館本館・薬学部分館メールアドレス：lib@hokuriku-u.ac.jp  

 

  

mailto:ylib-g@hokuriku-u.ac.jp
mailto:lib@hokuriku-u.ac.jp
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☆ 国立国会図書館デジタルコレクション ☆ 

 「国立国会図書館デジタルコレクション」は国立国会図書館で著作権処理が済んだ資料や

絶版で入手しにくい資料等を収集・保存しているデジタル資料の検索・閲覧サービスです。 

 学生・教職員の皆さんの複写費用は掛かりませんので是非ご利用ください。 

 詳細は、今月のふくろう便り別冊にて紹介しています。 

 

 

☆ 動画配信サービス「ビジュランクラウド」 ☆ 

2021 年 4 月 19 日より、薬学部生及び医療保健学部生を対象に医学映像教育センターが提

供する「ビジュランクラウド」を導入しました。（同時アクセス数：50 人） 

  学術映像コンテンツの視聴を通じて知識の充実等に役立てください。 

 なお、学外からの利用も可能です。 

 

視聴可能なタイトルは次の通りです。 

タイトル 巻 

病気の基礎知識 病気の成因・病態と治療 1－10 巻 

目で見る医学の基礎（第 2 版） 1－13 巻 

目で見る生化学入門（第 3 版） 1－5 巻 

目で見る薬理学入門（第 3 版） 1－12 巻 

目で見る臨床検査 （第 2 版） 1－10 巻 

 

☆ 学外から利用できる 

      電子書籍・電子ジャーナル・データベース・動画配信 ☆ 
  

 学外から利用できる主な電子書籍・電子ジャーナル・データベース・動画配信です。 

利用方法は図書館までお問い合わせください。オンラインでの講習も随時受付中です！ 

電子書籍（サイト名） 内容・接続先 備 考 

Maruzen eBook Library 

(丸善雄松堂電子書籍配信サービス) 

図書館で購入した電子書籍 

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList?1 

学内 LAN（IP アドレス認証） 

学外(学内にてリモートアクセス登録後） 

Kinoden 

(紀伊國屋書店学術電子図書館) 

図書館で購入した電子書籍 

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/hokuriku/ 

学内 LAN（IP アドレス認証） 

学外（シリアルコードから） 

国立国会図書館デジタルコレクション 

国立国会図書館で収集・保存している著作権処理が 

済んだ資料や絶版で入手しにくい資料等 

http://dl.ndl.go.jp/ 

ネット公開：フリーアクセス 

デジタル送信：本館の専用 PCでのみ 

閲覧可 

青空文庫 

著作権の消滅した作品（著者の死後 70 年経過（2018年

までは著者の死後 50 年経過））と「自由に読んでもらっ

てかまわない」とされた作品 https://www.aozora.gr.jp/ 

フリーアクセス 

こちらを読み取って

ご利用ください。 

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList?1
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/hokuriku/
http://dl.ndl.go.jp/
https://www.aozora.gr.jp/
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電子ジャーナル 内容・接続先 備 考 

ScienceDirect 
エルゼビア社が発行する全タイトルの論文が閲覧可能。 

https://www.sciencedirect.com/ 
 学外(登録済みの ID・パスワードから) 

Wiley Online Library 
Medicine ＆ Nursing のパッケージ契約。Token を利用することで学外から

全タイトル閲覧可能。https://onlinelibrary.wiley.com/ 

学内 LAN（IP アドレス認証） 

学外（ユーザネーム・パスワードから） 

データベース名 内容・接続先 備 考 

CNKI 中国の主な学術文献を閲覧できるデータベース https://tra.oversea.cnki.net/   
学内外（ユーザネーム・パスワード

から） 

Nexis Uni 
世界の新聞・ニュース・企業情報・人物情報等を網羅したデータベース

http://www.nexisuni.com/ 

学内 LAN（IP アドレス認証） 

学外(ID・パスワードから） 

Google Scholar 
さまざまな分野と出典の論説、論文等が検索できる学術文献検索サイト 

http://scholar.google.com/schhp?hl=ja 
フリーアクセス 

J-STAGE 
国内で発行された学術論文全文を読むことのできる総合学術電子ジャーナル

プラットホーム https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/ 
フリーアクセス 

PubMed（ＭＥＤＬＩＮＥ） 
米国立医学図書館による医学分野の代表的な文献情報データベース   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?otool=ijphuytlib 

フリーアクセス 

（左記 URLは本学専用） 

国立国会図書館 

デジタルコレクション 

国立国会図書館で収集・保存している著作権処理が済んだ資料や絶版で入手

しにくい資料等の検索・閲覧サービス http://dl.ndl.go.jp/ 

ネット公開：フリーアクセス 

デジタル送信：本館の専用 PC 

でのみ閲覧可 

CiNii books 全国の大学図書館が所蔵する本の情報検索サイト http://ci.nii.ac.jp/books/ フリーアクセス 

CiNii Articles 学術論文情報の検索サイト http://ci.nii.ac.jp/ フリーアクセス 

IRDB 
日本国内の学術機関リポジトリに登録されたコンテンツのメタデータを

収集し、提供するサイト https://irdb.nii.ac.jp/ 
フリーアクセス 

リサーチ・ナビ 
国立国会図書館が調べものに有用であると判断した資料、ウェブサイト等を、特

定のテーマや資料群別に紹介するサイト https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/ 
フリーアクセス 

Webcat Plus 
江戸期前から現代までに出版された書物を対象とした情報検索サイト 

http://webcatplus.nii.ac.jp/ 
フリーアクセス 

e-Stat 
日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト 

https://www.e-stat.go.jp/ 
フリーアクセス 

政府統計サイトマップ 
各省庁からの関連白書を閲覧できるサイト 

https://www.e-stat.go.jp/relatives 
フリーアクセス 

特許情報プラットフォーム 
国内特許情報の検索・閲覧サイト 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage 
フリーアクセス 

United States Patent and 

Trademark Office 
米国特許情報の検索・閲覧サイト http://patft.uspto.gov/ フリーアクセス 

動画配信 内容・接続先 備 考 

ビジュランクラウド 
医学映像教育センターが提供する動画配信サービス 

https://hokuriku-u.visualearn.jp/ 
学内外 (ID・パスワードから) 

PPV 

 

Token 

 

https://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://tra.oversea.cnki.net/
http://www.nexisuni.com/
http://scholar.google.com/schhp?hl=ja
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?otool=ijphuytlib
http://dl.ndl.go.jp/
http://ci.nii.ac.jp/books/
http://ci.nii.ac.jp/
https://irdb.nii.ac.jp/
https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
https://www.e-stat.go.jp/
https://www.e-stat.go.jp/relatives
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
http://patft.uspto.gov/
https://hokuriku-u.visualearn.jp/
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（注）薬学部分館の入館者は概算です。 

 

2020年度下半期(10 月～3 月)の図書館利用者は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

※2020 年度の入館者数・貸出冊数の減少は、オンライン授業、学外者の利用禁止等の影響もあり

ます。 

●入館者数内訳 

 
 

1,169

7,364

3806

1015

93

174

655

213 65

本館14,554人(学生13,621人,教職員他933人)

薬学部生

経済経営学部生

国際コミュニケーション学部生

医療保健学部生

未来創造学部生

留学生別科生

教員

一般職員

その他

14,554 

14,192 

入館者数（28,746人）

本館 薬学部分館

2019年度下半期

約48％減（27,366)
2019年度下半期

約39％減（23,867)

1,854

562

貸出冊数（2,416冊）

本館 薬学部分館

2019年度下半期

約18％減（688) 2019年度下半期

約7％増（1,738)

13850
1

1

150

20

170

薬学部分館14,192人(学生13,852人,教職員他340人)

薬学部生 経済経営学部生

国際コミュニケーション学部生 教員

一般職員 その他
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●貸出冊数内訳 

 

 

 

 

  今月のふくろう便りと併せて、別冊の「データベース利用マニュアル」では国立国会図書館  

 デジタルコレクションの使い方を紹介しています。ぜひご覧ください。 

 

 

ふくろう便り VOL.9(不定期刊行)   2021年 4月 30日発行 

編集・発行：北陸大学図書館 〒920-1180 金沢市太陽が丘 1－1  

TEL．076-229-3021  FAX 076-229-4850 

Eメール：lib@hokuriku-u.ac.jp  

北陸大学図書館ホームページ 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/campus/library/ 

91

521
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本館1,854冊(学生1,150冊,教職員他704冊)

薬学部生

経済経営学部生

国際コミュニケーション学部生

医療保健学部生

未来創造学部生

留学生別科生

教員

一般職員

その他

368

1
1

81 82

29

31

薬学部分館562冊(学生370冊,教職員他192冊)

薬学部生 経済経営学部生

国際コミュニケーション学部生 教員

一般職員 その他
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