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電子資料を使いこなそう！
図書館では，書架に並ぶ本や雑誌以外に，様々な電子資料を利用できます。
皆さんは図書館にどのような電子資料があるか，またどのように使えばいい
のか，ご存知でしょうか？
今回は電子資料の種類や，検索・アクセスの方法について，ご紹介します。

電子ブック
電子ブックは，群馬大学が契約した約500冊と，無料公開されている図書約3600冊を利用できます。英語
多読教材の本も多数揃っており，本文の全文検索や，ページのPDF保存等が可能です。
また，データベース「ジャパンナレッジLib」では，各種事典・辞書並びに「新編日本古典文学全集」「東
洋文庫」「文庫クセジュ」等のシリーズ約1100冊が閲覧できる他，データベース内の一括検索も可能です。
なお，電子ブックは学外からもアクセスできます。貸出・返却手続きが不要で，好きな時に利用できて
大変便利ですので，ぜひご利用ください。

【電子ブックを探す方法】
メディアセンターHP「蔵書検索(OPAC)」の「電子ジャ
ーナル/ブック」から検索できます。
（注：ジャパンナ
レッジの電子ブックは，OPACでは検索できません）

【電子ブックの一覧を見る方法】
①メディアセンターHP「蔵書検索(OPAC)」で「群大所蔵」の「詳細検索」を開き，「フォーマット」の
「電子ブック」をチェックして検索すると，群馬大学が契約した電子ブックがすべて表示されます。
また，著者名・主題・言語での絞り込みも可能です。
②メディアセンターHP「学術情報データベース・すべて」→「データベース概要・電子ブック」に，提
供社ごとのタイトルリストへのリンクがあります。

①

②

【電子ブック利用の注意】
電子ブックは，他の人が閲覧している間は利用できません。閲覧できない時は，しばらく時間を置いて
から再度アクセスしてみてください。また，利用が終わったらすぐにログアウトしてください。
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電子資料を使いこなそう！ （続き）
電子ジャーナル
電子ジャーナルは，2017年現在，約5500タイトルを契約しており，論文や記事の全文を閲覧することが
できます。またその他にも，オープンアクセス（無料公開）のジャーナルを多数利用できます。

【電子ジャーナルを探す方法】
電子ブックと同様に，メディアセンターHP「蔵書検索(OPAC)」の「電子ジャー
ナル/ブック」から検索します。検索結果の全文アクセスに「2000-1-1-現在」
と表示されたジャーナルは，2000年1月1日以降の論文を閲覧できます。

【電子ジャーナルの一覧を見る方法】
メディアセンターHP「学術情報データベース・すべて」→「データベース
概要・電子ジャーナル」→「契約パッケージ（提供社）ごとのリスト」に，
出版社別タイトルリストへのリンクがあります。

【論文から探す方法】
電子ジャーナルの論文は，PubMedや医中誌Web等の文献検索データベース
で，検索結果のリンクから電子ジャーナルのサイトにアクセスできます。
全文閲覧可能な論文は，「PDF」「HTML」「Full Text」等のリンクやアイ
コンをクリックすると，本文が表示されます。

データベース
データベースは，「Web of Science」「ジャパンナレッジLib」「医中誌Web」等，群馬大学全体で20タイ
トルを契約している他，CiNiiやJ-STAGEのように無料公開のものも，
多数利用できます。
メディアセンターHPの「学術情報データベース・すべて」で，契約デー
タベース及び主な無料データベースを合わせた一覧を見ることができ
ます。また，利用可能なキャンパスが限定されているものや，ID・パス
ワードが必要なものについては，一覧の「利用条件」に記載しています。
なお，「医学系」「理工系」のデータベースは，それぞれ個別の一覧ページで見ることができます。

電子資料へのアクセス
①群馬大学で契約している電子資料は，大学の学術情報ネットワーク（GUNet2016）に接続していれば，
キャンパス内のどこからでも24時間利用することができます。ご自分のＰＣからアクセスしたい場合
は，無線LANが可能なエリアから接続してご利用ください。
②電子資料には，学外からもアクセス可能なものがあります。
学外からのアクセス方法は，「学認サービス」と「SSL-VPN接続サービス」の二通りがあります。どち
らも全学認証アカウントによるログインが必要です。
なおSSL-VPNの利用にあたっては，群馬大学の情報セキュリティポリシーに関する教育「情報倫理 e
ラーニング」を受講し，総合テストに合格する必要がありますので，ご注意ください。
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ギャラリー展示＆レクチャー「前橋と古利根川」を開催しました
5/25(木)～6/18(日)，ギャラ
リーにて群大医学部ＯＢで小野内
科クリニック院長である小野久米
夫氏による「前橋と古利根川」の
展示を開催しました。在宅医療に
携わる傍ら，８年間にわたり利根
川変遷の研究を続けてきた小野氏
の展示には大きな反響があり，初
日から最終日まで，新聞記事や近
隣自治会の回覧板によって展示を
知った学外の方で賑わいました。
6/7(水)に「アゴラカフェ／ひ
とつばなし11」として開催した小

―中央図書館―

野先生のレクチャーには，約150
人もの参加がありました。その後
に実施された小野先生と群大周辺
の利根川跡を巡る「群大版ブラタ
モリ」にも，雨にもかかわらず多
くの参加があり，大盛況の企画と
なりました。
小野先生は，今後も利根川の研
究を進めたいとのことであり，参
加者からも第２弾，３弾を望む声
も多かったため，次回の開催を検
討しています。
（中央図書館 柘植久美子）

「群馬大学教員ポスター展」開催中です
１階ラーニングコモンズ「プラ
ティア」にて，「群馬大学教員ポ
スター展」を開催中です。これま
で開催された学会の大会やフォー
ラム，シンポジウム等のポスター
を展示し，先生方のご活躍をご紹
介しております。

―医学図書館―

第 １ 回 の 展 示 は ， 医 学部 医 学
科・機能形態学による，学会発表
の ポ ス タ ー で す 。 各 ポ スタ ー に
は，先生による解説文もついてお
り，8/31(木)まで開催中です。皆
様ぜひご覧ください。
（医学図書館 宮川いずみ）

職員さんに読んでほしい本そろえました
職員の皆さんは，理工学図書
館で本を借りたことがあります
か？ 夏季休業中の８～９月
は，ゆったりと図書館をご利用
いただくのに最適な時期です。
そこで，この夏は職員の皆さん
に向けて図書をご用意しまし
た。
理工学図書館には，理工系専
門書以外にもビジネス書や自己

啓発本，旅行ガイド，料理本，
小説など多彩な図書がありま
す。また映画，カルチャー，文
芸誌などの週刊誌・月刊誌も
揃っています。
気分転換に，仕事のスキル
アップに，知的散策に，図書館
へ足を運んでみませんか。
期間：8/7(月)～9/29(金)

荒牧地区：前橋市荒牧町4-2
昭和地区：前橋市昭和町3-39-22
桐生地区：桐生市天神町1-5-1
(027) 220 - 7170
(027) 220 - 7184

貸出：職員証をお持ちくださ
い。図書は10冊まで２週間，
雑誌（ラーニングコモンズ内
の雑誌）はバックナンバーの
み，３冊まで１週間借りられ
ます。
延長：図書は２週間の延長が
２回できます。WebからMy
Libraryにて手続きできます。
（理工学図書館 山内可菜）

本コンテンツは，クリエィティブ・コモンズの表示-改変
禁止 3.0 ライセンスのもとでライセンスされています。

群馬大学総合情報メディアセンター

TEL
FAX

―理工学図書館―

Webサイト

https://www.media.gunma-u.ac.jp/

図書館ブログ

http://blog.media.gunma-u.ac.jp/

Twitter公式アカウント

@Media_Gundai
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ギャラリーにて留学生の日本画作品を展示します
8/8(火)～8/28(月)，１階ギャ
ラリーにて留学生が制作した日
本画を展示します。日本画家で非
常勤講師の酒井重良先生の指導
のもと，顔料を用い，本格的な日
本画制作に取り組みました。
９月には母国に帰る留学生が

多いため，今回の展示は留学生に
とって，群馬大学での活動の集大
成でもあります。酒井先生による
と，「技術的なレベルは高いとは
いえないかもしれないが，発想が
ユニークで興味深い作品が多い」
とのことです。顔料や筆など，日

―中央図書館―
本画制作の材料や道具も展示す
る予定です。ぜひ，足をお運びく
ださい。
期間：8/8(火)～8/28(月)
時間：9：00～17：00
（夏季休業中のため土日は休館）
（中央図書館 柘植久美子）

第12回桐生楽講座を開催しました
理工学図書館では，7/5(水)に
第12回桐生楽講座を開催しまし
た。今回は，「仁テック有限会
社」の小林栄仁さんをお招き
し，これまでの挑戦について，
起業の話を織り交ぜながらお話
しいただきました。
小林さんは，群馬大学と共同
研究を行ったり，「新たな価値
の創造」として学生と商品開発
を行うなど，常に先進的な挑戦
をしてこられました。仁テック

の他にも，群馬県の下請け企業
らが技術力を結集させて様々な
プロジェクトを行う「株式会社
下請けの底力」や，両毛地域の
若手ものづくり経営者等による
共存共栄を目的として結成され
た「両毛ものづくりネットワー
ク」を設立してこられたお話は
非常に興味深く，これから進路
を考える学生にとっても，参考
になったのではないでしょう
か。

―理工学図書館―
小林さん，貴重なお話を本当
にありがとうございました。
（理工学図書館 町田友理恵）

セキュリティ関連における群馬県警察との連携
「群馬県警察学生サイバーパト
ロールコラボレイター」（「コ
ラボレイター」は協力者の意）
の委嘱式が7/3(月)，群馬県警察
本部で開催されました。群馬大
学から学生12名が委嘱されるこ
ととなり，うち学生２名が代表
として出席し，群馬県警察本部
の生活安全部長から，委嘱状が
手渡されました。本年度は，イ

ンターネット上の違法・有害情
報の通報と県警による広報活動
のサポートを行う予定です。
また，群馬県警察と県，県内
の中小企業等支援機関及び群馬
大学，前橋工科大学，群馬工業
高等専門学校の学術機関で昨年
締結した相互協力協定に基づ
き，「群馬県中小企業等サイ
バーセキュリティ支援連絡会」

が6/29(木)に設立され，総合情
報メディアセンターの教員２名
と課長の計３名が会員として本
支援連絡会に出席しました。
高度化するサイバー攻撃に対
しては，単一組織での対応が困
難になりつつあるため，群馬県
警察を始めとした学外組織との
連携を引き続き進めていく予定
です。（中央図書館 伊比正行）

教育用端末の個人用ファイルをバックアップしてください
今年度末に，教育用端末やプリ
ンタなどを含む学術情報基盤シ
ステムが更新となります。更新
後には，演習室の教育用端末が
一新されるとともに，中央図書
館，理工学図書館での貸出ノー
トＰＣなどの新たなサービスの
開始も予定しています。
新システムへの更新にあたり，

現在，教育用端末やプリンタを
ご利用の皆様は，下記の点にご
注意ください。
①教育用端末，教育用 UNIX
サーバに保存されている個人
用ファイルは年度末までに全
て削除されます。必要な場合
には各自で USB メモリなどに
バックアップしてください。

②課金プリンタは，プリペイド
カードの他に現金での支払いが
できるようになる予定です（プ
リペイドカードも引き続き利用
できます）。
来年度から稼働するシステムの
内容は，今後も随時紹介していき
ます。新システムにご期待くださ
い。
（講師 浜元信州）

