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e-Bookとはインターネット上で利用できる書籍のことです。
電子機器を使って、いつでも、どこでも閲覧することができます。
図書館に来館しなくても、図書館HP経由で利用できるe-Bookが、
どんどん増えています。
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e-Bookの利用方法

●学内環境であれば、AURORA-OPACから探すことができます。

タイトルを
クリック

OPACから利用できるのは学内環境のみ

ＵＲＬをク
リック
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e-Bookの利用方法

●学外では、図書館WEBサイトのデータベース一覧から利用します。

まず、図書館WEBサイトの
My Libraryにログイン

青山ポータルと同じ
IDとPW

データベース一覧の
「電子ブックを読む」をクリック 利用したいデータベース名をクリック



●Maruzen e-Book Library

●ProQuest Ebook Central

●EBSCO eBooks

●Librarie

●Cambridge Companions Online
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今回ご紹介する電子ブックが利用できるデータベース



Maruzen e-Book Library
学術情報に特化した専門書、参考書、英語多読書などで構成される。
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絞り込み項目

書名、著編者名、目次、
本文、件名、ISBNの
項目から検索できる

検索結果の並び順は
変えられる

ヘルプページ

ここにチェックを入れて検索すると、青学で
所蔵、または購読中のものだけヒット



Maruzen e-Book Library

「現代数学への入門シリーズ」など
理工学系書籍多数

「新日本古典文学大系」
全112巻のうち75巻を収録
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出版社別、どんな書籍が利用できるのか？

今では入手しにくい
有斐閣発行の法律書の古
典的名著などが読める

■有斐閣

■岩波書店



Maruzen e-Book Library

For DUMMIESを収録。英米の学生であれば、1度は手に
取ったことのある人気シリーズ。
幅広い分野から、1冊、1トッピクスで分かりやすく
入門レベルの知識を提供するシリーズ。

■マクミランランゲージハウス

レベル設定がされている
英語学習のための多読書シリーズ。

Macmillan Readersシリーズ
Springboard Connectシリーズ
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■ワイリー・パブリッシング・ジャパン



Maruzen e-Book Library 利用方法

ダウンロードもできる
（上限あり）

タイトルを
クリック
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印刷・ダウンロード見開きページに
切替できる

目次からも飛べる

「閲覧」をクリックで、
閲覧画面にとぶ

利用終了後は
こちらをクリック

閲覧画面

詳細情報ページ



Maruzen e-Book Library 印刷・ダウンロード

ここから本文の単語検索
ができる

・ダウンロードは1回の閲覧につき上限がある
（閲覧し直せば上限はリセット）
・ダウンロードデータの利用に有効期限はない
・ダウンロードファイルは転送、配布は不可
・各資料における閲覧数は同時に1人のみ

テキストコピーと印刷は
ダウンロードページから

1回にダウンロードできる上限
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ダウンロードページには
注記と透かしが入る

出力ページ

誰かが使っていると利用できない！



ProQuest Ebook Central
人文・社会・理工・医学など、幅広い分野の洋書電子書籍を提供。世界的に有名な書評誌 ”Choice” 
で優良書として選定されたタイトルを収録。通年にわたり、試読→リクエストができる。

詳細検索画面

ダウンロード形式
PDF:印刷版書籍の外観や感触
が保たれている
EPUB：ブックのサイズが変更
できる。スマホで読む際に便利

ここにチェックを入れて検索すると、青学
で所蔵または購読中のものだけヒット
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ヘルプページ

ここから検索



ProQuest Ebook Central 検索結果画面

青学で所蔵または購読中のブック数

絞り込みができる

ブック・シェルフ

閲覧画面

詳細画面

全文ダウンロードタイトルクリックで詳細画面
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ProQuest Ebook Central 詳細画面
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オンラインで読む
Readerが開き、その場で書籍を読める

全文ダウンロード（貸出）
全文ダウンロードして、表示日数読める
※アカウント作成、Adobe Digital Editions
のインストールが必要

PDFの章をダウンロード
章ごとにダウンロードできる
※ダウンロードしたファイルに有効期限はない

コピー可能な残りページ
1度にテキストがコピーできるページ数

ページ：PDF印刷/章のダウンロード
1度に印刷、ダウンロードできるページ数
※ダウンロード＝印刷可能ページ

・上限ページは24時間でリセットされる
・オンラインで読めるのも、貸出もひとりのみ

誰かに貸出されると、誰も利用できなくなる！
（章のダウンロード推奨）



ProQuest Ebook Central オンラインで読む画面 テキストコピー PDFに出力：印刷

ページの下に指定の
スタイルで引用情報が入る
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ここからテキストを
control+Cでコピー

残りページが表示される

出力したページ

Copyright
本文検索



ProQuest Ebook Central 試読型選書システム
5分間の試読ができる。

ダウンロードや印刷はできない

リクエストするには
まずアカウント作成が必要
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タイトルをクリック

青学で購読していない図書の試読もできる



EBSCO eBooks（Net Library）
EBSCOhostのプラットフォームと機能を利用した電子書籍コレクション。
国内外の著名な学術出版社の学術書・教養書により構成。和書も含む。
著作権フリーのオープンアクセスが多い。

辞書機能あり

ここから検索
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収録資料

和書もある

Project Gutenberg
著作権の切れた名作などを公開

吉川弘文館
「国史大系」など



EBSCO eBooks 利用画面

PDFで保存

出版社の許可
ダウンロードやテキストコピー
についての制限が書かれている

この資料は、1回に100ページま
で保存、印刷が可能。無制限に
コピー貼り付けができる
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・1度の閲覧で、上限ページまで、印刷、メール送付、ダウンロードが可能
閲覧し直せば上限はリセットされる

・1度に1人しか利用できない資料と、無制限に利用できる資料がある

PDFに保存後印刷

アクセス制限
この資料は、同時にアクセスできる
のはひとり

誰かが使っていると使えなくなる
資料と、無制限に使える資料の両
方がある！



EBSCO eBooks 閲覧画面

PDFで保存 PDFに保存後印刷 テキストコピーは直接画面からできる

目次からもとべる
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貼り付けると自動的に
引用表記が付く

残りページが表示
される



ライブラリエ 図書館向け電子書籍貸出サービス

「地球の歩き方」あり
図書館WEBサイトログイン後、
ここで再度ログインしないと
借りられない。(ID、PWは同じ)
※OPACからアクセスした場合は、
再ログインの必要なし。

社会情報学部と共同運用の
ため、独自のコンテンツが
含まれる

ログインすると自分の状況が
わかる

こちらから検索
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ヘルプページ

返却はマイページから



LibrariE 詳細画面

試し読みができる
（要ログイン）

返却期限日
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コンテンツタイプ

クリックで閲覧ページへ

・貸出冊数 1冊
図書館所蔵の貸出冊数には含まれない

・貸出期間 1週間
返却処理をしなくても自動返却

・予約冊数 1冊
・取置期間 1週間

1週間で自動的に解除



LibrariE 閲覧画面 画面の特定のエリアを
クリックするとツール
メニューが表示される

・拡大表示
・スライドバー
・ビューワ設定 など

メニューをクリックすると
各種機能が使えるメニュー
が開く

クリックすると該当の
註にとぶ

本文検索機能
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Cambridge Companions Online : The Complete Companions Collections 

文学、哲学、古典学、宗教学、文化研究の分野にわたり、学生および研究者に広く使われている『Cambridge 
Companions』シリーズのオンライン版。主要なテーマについて簡潔にまとめたシリーズとして定評がある。

CCompanions Online内の検索

図書だけでなく
章単位でもヒット

文学、哲学、歴史など
幅広い分野を網羅する

ローリング・ストーンズ

ガーシュイン
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Cambridge Companions Online

閲覧画面詳細情報ページ
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全文ダウンロードはできないが、
章ごとのダウンロードは可能

PDFでもHTMLでも利用できる



データベースの使い方に関するお問い合わせは、

いつでも図書館1Fレファレンスカウンターまでどうぞ

学内者は、
「レファレンス申し込み」からの

問い合わせも可能です。

※回答までに１週間ほどお時間を
頂戴しています

図書館WEBサイト


