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電子ブックやデータベース，電子ジャーナル（本学契約分，トライアル，無料公開）情報 

自宅やスマホ，タブレット端末からのリモートアクセス情報の一覧 

                                 2020 年１０月 １日作成 

                                 

                         

 

【学内】・・・利用対象者は大分大学の教職員・学生です。 

電子ブック・電子ジャーナルでは，以下の事項は禁止されています。 

    ・個人利用の範囲を超えるような大量ダウンロード・アクセス 

    ・研究・教育以外でのダウンロード・コピー・保存・プリントアウト 

    ・複製，データの改編，再配布，転売など 

違反があった場合，大学全体の利用が停止される恐れがあります。 

 

無料・無償で公開されているものも含め，著作権法違反とならないように注意をしてください。 

授業等で配布する際には提供者の利用規約・ガイドライン等の確認をしてください。                 

【電子書籍】 
同時アク

セス数 
学外リモート 利用方法 

タイトル 

リスト 

EBSCO 電子ブック覧本学契約【学内】 

和書 eBook Collection (EBSCOhost) 

262 タイトル 印刷・ダウンロード可 

 

１ ------ ○ 
○ 

（和書） 

Maruzen eBook Library  

本学契約【学内】 

１，４６０タイトル 

印刷・ダウンロード可 

 

1 

学認 

 
○ 

○ 

試読サービス実施【学内】  

 

（１０月１日～１１月３０日まで） 

約 60,000 点が読み放題となっています 

試読 1 回につき 5分間 

印刷・ダウンロード不可 

アクセス数を電子書籍の選定の参考にします 

 

リクエスト機能を追加しました。 

リクエスト機能でのリクエストは参考としてお受けしま

すが,購入については,図書館・医学図書館で検討をしま

すので,結果の回答に時間がかかりますことご了承願い

ます。 

無制限 ----- 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&group=main&profile=ehost&defaultdb=nlebk
http://www.ebsco.co.jp/support/material.html
http://www.lib.oita-u.ac.jp/lib_s/ebook/2020/ebsco/ebsco_title20200930.xlsx
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList/
http://www.lib.oita-u.ac.jp/lib_s/ebook/2020/maruzen/maruzenebook_access.pdf
http://www.lib.oita-u.ac.jp/lib_s/ebook/2020/maruzen/try202010.pdf
http://www.lib.oita-u.ac.jp/lib_s/ebook/2020/maruzen/title20200930.xls
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【映像教材配信】  
同時アク

セス数 
学外リモート 利用方法 備 考 

中島映像教材出版の動画教材  

無料提供【学内】（１０月１日～１０月３１日まで） 

グループA 精神科医療 

グループ B 福祉とソーシャルワーク 

グループ C 発達障害 

グループD 社会啓蒙 

グループ E 認知行動療法 

グループ F Re:ベリーオーディナリーピープル 

映像教材を専門に出版している株式会社中島映像

教材出版からの提供 

無制限 

左記のタイトルリンクで利用可能。 

ID,PW は図書館・医学図書館サービス

担当へお問い合わせください。 

【利用上の注意】 

○本学の学生・教職員の利用に限る 

○SNS 等などでの ID,パスワードの掲

載は不可 

○映像の 2次利用，録画は禁止され

ています。 

 

動画（映像）を学外の自宅などから利用する場合は，Wi-Fi環境以外での利用の場合，パケット通信料

が発生しますのでご利用者の負担となりますので，ご注意ください。 

 

 

図書館問い合わせ先： 

情報サービス担当    Tel:097-554-7485  E-Mail:libserv@oita-u.ac.jp 

医学図書館問い合わせ先： 

医学情報サービス担当    Tel:097-586-5581  E-Mail:ijyoserv@oita-u.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nakajima-film2021.jp/
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データベース・電子ジャーナル 
同時アク

セス数 
学外リモート 利用方法 備 考 

 

朝日新聞 聞蔵Ⅱビジュアル（学内専用） 

本学契約【学内】 朝日新聞（1945 年～）の記

事検索ができるほか，週刊朝日（2000年 4 月

～），週刊 AERA（1988 年 5 月（創刊号）

～），知恵蔵（最新版）の記事が検索できます。 

１ 

（IP 認証） 
------ ○ 

 

朝日新聞 聞蔵Ⅱビジュアル（ID 認証） 

本学契約（臨時 ID 対応）（～2021 年３月３１日まで） 

ID 認証【学内】 

学外から ID 認証により利用可能。 

1

（ID,PW)

ログイン 

左記のタイトルリンクで

利用可能。 

ID,パスワードは図書館・

医学図書館サービス担当

へお問い合わせくださ

い。 

学外利

用・利用

規約の順

守 

朝日新聞 聞蔵Ⅱビジュアル  

オプションコンテンツ 

トライアル 10 月 1日～11 月 30 日まで 

【オプションＡ】プレミアムバリューパック 

明治・大正紙面データベース，昭和(戦前)紙面データ

ベース，人物データベース，歴史写真アーカイブ  

アサヒグラフ，英文ニュースデータベース   

【オプションＢ】朝日新聞縮刷版「全国の地域面」  

（概ね 1935 年～1999年）を収録 

【オプションＣ】朝日新聞縮刷版「戦前の外地版」  

 

 

 
コンテンツの詳細・使い方 

Japan Knowledge（ジャパンナレッジ） 

本学契約【学内】 70 以上の辞事典，叢書，雑誌

が検索できる国内最大級の辞書・事典サイトです。

日本大百科事典（ニッポニカ)をはじめ，辞書，辞典

類を中心に書籍，雑誌記事などを集約したデータベ

ースです。 

 

1 

（IP 認証） 

------ ○ 

 

KOD（研究社・オンラインディクショナリー） 

本学契約【学内】 スーパー大辞林（三省堂），

『リーダーズ英和辞典』をはじめ，多彩な辞書を

インターネット上で検索できます。用途にあわせ

て「標準辞書セット」など辞書のセットや個別の

辞書を指定して検索することもできます。 

5 
学認 

 
○  

http://www.lib.oita-u.ac.jp/lib_r/kensaku/kikuzo2_button.html
http://database.asahi.com/help/jpn/help.html
https://database.asahi.com/login/login.php
http://www.asahi.com/information/db/pdf_db/2forl/rinji_kikuzo_kiyaku.pdf
http://www.asahi.com/information/db/pdf_db/2forl/rinji_kikuzo_kiyaku.pdf
http://www.asahi.com/information/db/pdf_db/2forl/rinji_kikuzo_kiyaku.pdf
http://www.asahi.com/information/db/pdf_db/2forl/rinji_kikuzo_kiyaku.pdf
http://database.asahi.com/help/jpn/help.html
https://japanknowledge.com/library/
https://japanknowledge.com/support/lib/guide01.html?faqt=1,3
http://kod.kenkyusha.co.jp/service/form.jsp
http://www.lib.oita-u.ac.jp/lib_s/ebook/2020/kod/kod_access.pdf
http://kod.kenkyusha.co.jp/service/guide/usage.jsp


4 

 

データベース・電子ジャーナル 
同時アク

セス数 
学外リモート 利用方法 備 考 

都道府県統計書データベース 

 

明治初年～昭和 47年，北海道から沖縄まで全都

道府県の統計を網羅したデータベースです。 

資料画像閲覧 本学契約【学内】  

「九州/沖縄」地域の「昭 和（戦後）」「昭和

（戦前）」「大 正」「明 治 」年代です。 

無制限 ------ ○ 

 

Scopus（スコーパス）  

 

本学契約【学内】 世界最大級の抄録・引用文献

データベースです。海外の多数の出版社が発行し

た学術雑誌と書籍に掲載された文献情報を収録し

ています。 

無制限 

エルゼビア社 

※トランザクション登録

者は自動的にリモートア

クセス登録がされていま

すので，サインインで 

利用可能です。 

 

※リモートアクセス方法

は，図書館・医学図書館

サービス担当へお問い合

わせください。 

 

 

ScienceDirect  Elsevier 社電子ジャーナル  

 

本学契約【学内】 

全文ダウンロードは，主要 21 誌，アーカイブ権

ありの 2017 年までの購読維持 156誌。その他

の雑誌の論文をダウンロードする場合は，トラン

ザクション方式（回数券）による利用。 

------  

医中誌 WEB  

 

本学契約【学内】 国内発行の医学・歯学・薬

学・看護学及び関連分野の定期刊行物，のべ約

6，000 誌から収録した約 1,000 万件の論文情

報を検索することができます。 

 

9 

（IP 認証） 
契約外 HELP  

最新看護索引 (挾間キャンパスのみ） 

本学契約【学内】 看護分野に特化した，国内雑

誌の文献情報データベース。 

1987 年以降の約 812タイトルの文献情報が，

件名（キーワード）や標題・著者名などから検索

可能になっており，検索結果から医中誌 Web， 

メディカルオンラインなどへもリンク。 

 

3 

ID,パスワー

ドは図書館・

医学図書館サ

ービス担当へ

お問い合わせ

ください。 

  

https://j-dac.jp/infolib/meta_pub/G0000010STATDB1
https://j-dac.jp/top/info/hris/howto_default.html
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://www.sciencedirect.com/
https://login.jamas.or.jp/
https://help.jamas.or.jp/houjin/
https://jk04.jamas.or.jp/kango-sakuin/
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データベース・電子ジャーナル 
同時アク

セス数 
学外リモート 利用方法 備 考 

EBSCO (CINAHL, Cochrane, MEDLINE, 

Econlit etc.)  

本学契約【学内】 

EconLit は，経済学に関する文献を参照 

無制限 ------ ○  

Westlaw Japan  

本学契約【学内】 

判例，法令データベースより「法令，判例，審決

等，書籍・雑誌，文献情報，ニュース記事」な

ど，あらゆる法律情報を検索できる日本法の総合

オンラインサービスです 

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨時対応 

ID 認証【学内】（～2021 年 3 月末まで延長） 

学外から ID 認証により利用可能。 

 

無制限 

（IP 認証） 

 

 

 

 

------ 

 

 

○ 

 
○ 

 

50 セッ

ション 

ID，パスワードは 

図書館・医学図書館サー

ビス担当へお問い合わせ

ください。 

 

Hein-On-Line  

新型コロナウイルス感染拡大に伴う 

長期トライアル 無償公開 【学内】 

（～１２月 31 日まで）印刷・ダウンロード不可 

法学分野における約 2,300 タイトル以上の主要定

期刊行物について，そのコンテンツをフルテキス

トにて提供するデータベースです。 

 （W.S. Hein 社提供，丸善雄松堂提供） 

無制限 

ID，パスワー

ドは図書館・

医学図書館サ

ービス担当へ

お問い合わせ

ください。 

○ 

丸善雄松

堂提供サ

イト 

 

Academic OneFile(Gale データベース） 

 

本学契約【学内】 

自然科学から人文・社会科学まで，出版社を問わ

ず幅広い分野の雑誌に掲載された論文や記事のほ

か，新聞・報告書・事典・ビデオ等を見ることが

できます。フルテキスト誌は約７,６00 誌。 

アグリゲーター系ジャーナルデータベース。 

Nature と Nature 関連誌 

【３６５日のエンバーゴ】  

Nature Reviews シリーズ等姉妹誌の 

バックファイルも利用可能 

無制限 

パスワードを

図書館・医学

図書館サービ

ス担当へお問

い合わせくだ

さい。 

動画 

(音声なし) 

 

収録 

タイトル 

 

カタログ 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cpid&custid=s6095454
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cpid&custid=s6095454
http://www.ebsco.co.jp/support/material.html
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/signon/trauth?sp=Oitauniv-1
http://www.westlawjapan.com/pdf/user_g.pdf
http://www.westlawjapan.com/products/westlaw-japan/contents/
https://heinonline.org/HOL/Welcome
https://heinonline.org/HOL/Welcome
http://kw.maruzen.co.jp/ln/ec/ec_hein01.html
http://kw.maruzen.co.jp/ln/ec/ec_hein01.html
http://kw.maruzen.co.jp/ln/ec/ec_hein01.html
http://kw.maruzen.co.jp/ln/ec/ec_hein01.html
http://infotrac.galegroup.com/itweb/jpoitau?db=AONE
http://gale.cengage.jp/content/vidman-cats/vidman-gale-academic-onefile/
http://gale.cengage.jp/content/vidman-cats/vidman-gale-academic-onefile/
http://titlelist.galegroup.com/titlelist/AONE/xlsx
http://titlelist.galegroup.com/titlelist/AONE/xlsx
http://cengage.jp/web/upload/gale/Gale_AONE_A4.pdf
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データベース・電子ジャーナル 
同時アク

セス数 
学外リモート 利用方法 備 考 

JDreamⅢ検索サービス ID 認証 無償利用 【学内】（10月 1 日～１２月３１日まで） 

国内・海外の科学技術や医学薬学関係の文献情報を検索できる日本最大級の科学技術文献

データベースサービス  

ID，パスワードは図書館・医学図書館サービス担当へお問い合わせください。 

 

JDream Expert Finder  ID 認証 無償利用 【学内】（10 月 1日～１２月３１日まで） 

JDreamⅢに収録されているデータを元に，技術課題を解決しうる最適な研究者を探索できる

サービス 

ID，パスワードは図書館・医学図書館サービス担当へお問い合わせください。 

 

 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 関連情報 

 

【医学中央雑誌刊行会提供】 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 関連文献（特設ページ） 

https://www.jamas.or.jp/special/covid19/ 

 

【ユサコ株式会社提供】 

新型コロナウイルス研究支援情報 

https://www.usaco.co.jp/news/detail.html?itemid=1214&dispmid=604&TabModule439=0 

 

【丸善雄松堂株式会社提供】 

外国雑誌・洋書 eBook・データベースの無償提供に関する案内 

http://kw.maruzen.co.jp/ln/covid19_info.html 

大分大学学術情報課 総務係作成 

https://jdream3.com/service/search/
https://jdream3.com/service/expert-finder/
https://www.jamas.or.jp/special/covid19/
https://www.usaco.co.jp/news/detail.html?itemid=1214&dispmid=604&TabModule439=0
http://kw.maruzen.co.jp/ln/covid19_info.html

