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ふくろう便り 
（北陸大学図書館報 号外）  

VOL.7 ： 2020 年 8 月号 

 
 

学生の皆さんは、新しい生活様式の中で大学生活を送っていることと思います。 

図書館は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4 月 8 日から 6 月 2 日まで休館となりまし

た。6月 3日からは、感染対策を実施しながら時間を短縮して開館し、以降、教務日程などにあわ

せ、可能な範囲で開館していますので、読書や学修、またのんびり過ごす場としても是非図書館を

ご利用ください。9月以降も、教務日程などにあわせて開館時間や休館日を設定していきますので、

図書館のホームページなどでの確認をお願いします。 

 

 

 

図書館の 2020年 5月～8月を振り返ってみます。 

5月  休館中の事前予約貸出サービスの実施 

特例期間中の貸出冊数の上限変更・貸出期間の延長を実施 

学外からも利用可能なデータベース・電子ジャーナル・電子書籍の案内（随時） 

「図書館からのおすすめの本」を 2回案内 

図書館報号外「ふくろう便り」Vol.6発行 

  第 20回読書感想文・第 2回書評コンクールの募集開始（9月 30日締切） 

6月  北陸大学オープンアクセス方針の制定 

7月  「KinoDen」の電子書籍購入 

    薬学部 1年次生図書館利用ガイダンスの実施 

    医療保健学部 1年次生図書館利用ガイダンスの実施（オンライン配信） 

    Nexis Uni講習会の実施（オンライン） 

8月  夏季長期貸出（本館のみ） 

図書館報号外「ふくろう便り」Vol.7発行   

CAT2020及び OPAC 機能のバージョンアップ 
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         図書館委員会日誌 

4月 7日 第 1回図書館委員会 読書感想文及び書評コンクール実施方法、2019年度 

読書コメント大賞年間賞、推薦図書の購入、等 

5月 21日 第 2回図書館委員会 北陸大学紀要、オープンアクセス方針、所蔵図書  

の不用判定、データベース Web of Science の継続、 

推薦図書の購入、等 

6月 26日 第 3回図書館委員会 北陸大学紀要、所蔵図書の不用判定、推薦図書の   

購入、等 

7月 30日 第 4回図書館委員会 北陸大学紀要、所蔵図書の不用判定、学術雑誌希望

調査、推薦図書の購入、等 

第 2回以降の図書館委員会はオンラインで開催しました。 

このほか、紀要編集委員会を 2回、読書感想文・書評審査委員会を 1回開催しました。 

 

 

薬学部１年次生図書館利用ガイダンスの実施 

7 月 2 日（木）基礎ゼミⅠにて、薬学部 1 年次生約 100 名を対象に、図書館の利用の仕方や 

資料の探し方を学ぶ図書館ガイダンスを 101Aで行いました。 

ガイダンスの内容は次のとおりです。 

 

・図書館の利用案内 
 

・図書館を利用する際の注意点について(著作権) 
 

・OPAC を使った図書検索方法 
 

・Google Scholar を使った雑誌の検索方法 

 

 

 

医療保健学部 1年次生図書館利用ガイダンスの実施 

7月 22日(水)に、医療保健学部 1年次生 65 名を対象に、図書館の利用の仕方や資料の探し方

を学ぶ図書館ガイダンスをオンライン配信しました。ガイダンスの内容は次のとおりです。 

 

・図書館の利用案内 
 

・図書館を利用する際の注意点について(著作権) 
 

・データベースの利用方法等 
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「KinoDen」の利用について 

2020 年 7 月より「KinoDen」（紀伊國屋書店学術電子図書館）で下記電子書籍を閲覧すること

ができるようになりましたので学修・研究にお役立てください。シリアルコードの入力により

学外からの利用も可能です。シリアルコードにつきましては図書館までお問い合わせ   

ください。URL：https://kinoden.kinokuniya.co.jp/hokuriku/ 

 ・いちばんやさしい医療統計 

 ・血液細胞アトラス 第 6版 

 ・TOEIC(R) L&Rテスト 究極の模試 600問＋ 模試１～３ 他 TOEIC関係図書計 7冊 
 

 なお、従来から導入している「Maruzen eBook Library」においても、電子書籍を閲覧することが     

できます。学内でアカウントを作成することにより、リモートアクセスが可能となり、学外から利用   

できます。URL：https://elib.maruzen.co.jp 

アカウント作成方法： https://www.oups.ac.jp/news/ittbcq0000001cx7-att/ittbcq0000001d0a.pdf  

 

 

 

学生の皆さんに役に立つ主な電子書籍及びデータベースです。卒論やレポート作成などの際

には、有効にご活用ください。なお、利用方法につきましては、図書館までお問い合わせ   

ください。 

データベース名 内容・接続先 備 考 

医中誌 Web 

国内で発行されている医学・薬学及びその関連分野の臨床医学

などの論文情報が収録された二次資料検索サイト

http://login.jamas.or.jp/ 

学内 LAN（IP アドレス認証） 

メディカルオンライン 

医学関連分野の必要な文献を全文閲覧・ダウンロードできる   

データベース 

http://www.medicalonline.jp/ 

学内外（ID・パスワード） 

SciFinder  

1907 年以降の論文や特許に現れた化学物質を、文献・化学

物質・有機化学反応情報から調べることができる二次資料  

検索サイト 

https://scifinder.cas.org/ 

学内 LAN（IP アドレス認証） 

学外（10/18 迄特例措置として

ID・パスワード） 

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(学内にてアカウント作成） 

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） 

ジャパンナレッジ Lib 
本サイトに収録されている文庫や古典などの電子書籍 

https://japanknowledge.com/library 
学内 LAN（IP アドレス認証） 

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・保存している資料 

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 

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/hokuriku/
https://elib.maruzen.co.jp/
https://www.oups.ac.jp/news/ittbcq0000001cx7-att/ittbcq0000001d0a.pdf
http://login.jamas.or.jp/
http://www.medicalonline.jp/
https://scifinder.cas.org/
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList?1
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/hokuriku/
https://japanknowledge.com/library
http://dl.ndl.go.jp/
https://www.aozora.gr.jp/


4 

 

データベース名 内容・接続先 備 考 

Web of Science 

（自然科学分野） 

世界中の影響力の高い学術雑誌を厳選した学術文献データベース 

（引用情報を元に引用回数を調べたり、引用文献をたどって研究の発

展や経過を調べたりすることが可能） 

https://www.webofknowledge.com/ 

学内 LAN（IP アドレス認証） 

ジャパンナレッジ Lib 
辞事典、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 
学内 LAN（IP アドレス認証） 

Nexis Uni 
世界の新聞・ニュース ・企業情報・人物情報などを網羅した       

データベース http://www.nexisuni.com/ 
学内 LAN（IP アドレス認証） 

Oxford English Dictionary  オックスフォード英語大辞典のデータベース https://www.oed.com/ 学内 LAN（IP アドレス認証） 

West Law 
法律情報を検索できる日本法の総合データベース 

https://go.westlawjapan.com/ 
学内 LAN（IP アドレス認証） 

ヨミダス歴史館 
1986 年 9 月以降の読売新聞記事が検索できるデータベース 

https://database.yomiuri.co.jp/rekishikan/ 
学内 LAN（IP アドレス認証） 

ELNET 
1988 年からの国内新聞・雑誌記事のデータベース 

http://www.elnet.co.jp/ 
代行検索 

北國新聞データベース 
1993 年以降に、北國新聞・富山新聞に掲載された記事・人事情報など

のデータベース http://www.hokkokushimbun.com/ 
代行検索 

Google Scholar 
さまざまな分野と出典の論説、論文など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 

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・保存しているデジタル資料の検索・閲覧   

サイト http://dl.ndl.go.jp/ 

ネット公開：フリー 

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 

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 

https://www.webofknowledge.com/
https://japanknowledge.com/library
http://www.nexisuni.com/
https://www.oed.com/
https://database.yomiuri.co.jp/rekishikan/
http://www.elnet.co.jp/
http://www.hokkokushimbun.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/
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/
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〇〇〇ジャパンナレッジ Libについて〇〇〇 

ふくろう便りでは、学生の皆さんが学修・研究に利便性の高いデータベースなど数回に分けて

紹介していきます。今回は「ジャパンナレッジ Lib」です。 

 

ジャパンナレッジとは・・・ 

百科事典・辞書・ニュースなどを集積した日本最大の知識データベースのことです。 

 

使い方その１. データベースとして活用 

用語の意味・定義、記事・コラム、人名、使われていた古典などを調べられます。 

例えば、 

現代にもある言葉を古典から探し出したいとき・・・ 

 

 

日本の歴史上の人物や、日本・世界の各地域の地形、昔の様子など見たいとき・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記事やコラムを見たいとき・・・   2019/2020 の日本のデータや解説を知りたいとき 
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使い方その２. 電子書籍として活用 

ジャパンナレッジ Libは、データベースだけでなく、電子書籍としても活用することができま

す。電子書籍を閲覧できるコンテンツの一部を紹介します。 

 

・東洋文庫 

アジアの文化や価値ある古典を理解しやすい現代語訳で楽しめます。 

 

・文庫クセジュ 

古典教養から最先端のテーマまで、現代人に必要な知識を幅広く提供しています。 

 

・新編日本古典文学全集 

古事記や源氏物語などの中古文学、平家物語などの中世文学、そして西鶴・芭蕉などの近世

文学まで、日本人としてぜひ読んでおきたい珠玉の名作を集めています。 

 

 

雑誌や叢書などを じっくり見たい時は、読書コーナーがおすすめです。 

本棚をクリックすると読書コーナーが見られます。 

 

この他にも、ジャパンナレッジ Lib には、様々な機能やコンテンツがあります。 

詳しい使い方は、データベース利用マニュアルをご覧ください。 

 

 

ふくろう便り VOL.7(不定期刊行)   2020年 8月 31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/ 

 

こちらをクリック

する 

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

