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e-Bookを使おう！

作成日：2022年7月
青山学院大学図書館参考担当

●●●●●



e-Bookは電子化された書籍です。パソコン、
スマートフォン、タブレット等の電子機器と
インターネット環境があれば、いつでもどこでも
閲覧することができます。

e-Bookを利用する際は、著作権法や提供元の利用規約・利用条件等を
厳守し、以下の禁止事項は控えましょう（各データベース共通） 。
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・印刷/ダウンロードは出版社の許可する範囲を超えないこと

・第三者に譲渡・流通・再配布しないこと

・著作権者に無断で他のメディアに転載したり、改変しないこと

※注意※ 個人の違反行為であっても、大学全体に対して利用停止等のペナルティが
科せられ、本学の学術研究・教育活動に重大な損失を与える可能性があります。

●はじめに e-Bookとは
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●はじめに My Libraryにログイン（データベース利用の準備）

図書館ホームページから
My Libraryへログイン

※青山ポータルと同じIDとPW

AURORA-OPAC(蔵書検索)
青学にある資料の検索

一部のeBookも検索できる

図書館HPトップへ

下にスクロールすると
データベース一覧がある

使い終わったら
ログアウト

図書館サービス
新着図書案内
修士論文一覧
データベース
電子ジャーナル一覧
指定図書一覧 など

利用者サービス
貸出・予約状況照会、延長
購入希望図書申込み
文献複写・貸借申込み
レファレンス申し込み
メールアドレス登録・変更
パスワード変更 など

AURORA Search
蔵書・論文・電子ジャーナルをまとめて検索

CiNii Books
他大学の所蔵を検索

CiNii Research
日本語論文を検索

NDLサーチ（国立国会図書館サーチ）
連携機関の情報を統合検索
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●はじめに データベースの利用について

データベースとは、様々な情報を収集・整理し、検索できるようにしたものです。
在学中はMy Libraryにログインすることで、本学が契約するデータベースを利用できます。
データベースリストで同時利用者数、学外からのアクセス方法などを確認しましょう。

データベース名
クリックしてデータベースへアクセス 利用できるキャンパス

利用環境
インターネット：インターネット接続パソコン
代行検索：レファレンスカウンターにて代行検索
専用PC：図書館内の専用パソコンで検索

同時アクセス数

学外からのアクセス方法
VPN接続・・・・・・専用ソフトのインストールが必要
学外ID/LDAP認証・・My Libraryログイン
学内のみ・・・・・・学内設置のパソコンのみ
フリー・・・・・・・一般公開サイト

● VPN接続については下記を参照
・CoursePower「学内資料（学生向け）」「学内資料（教員向け）」
・図書館HP、データベースリストのページにある案内
「学外からDB・EJ・EBを利用するには」＞「SSL-VPN接続方法」（情報メディアセンターのページへリンクする）

※情報メディアセンターHPのマニュアルは学内のみ閲覧可のため注意



● e-Bookの利用方法 1

AURORA-OPAC（蔵書検索システム）から探せる電子ブックがあります。
学内のネットワーク環境からアクセスすれば、本文へリンクします。

タイトルをクリック
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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

OPACからリンクできるのは学内環境での利用時のみ。
学外の場合は「AURORA e-resources(学外から利用する)」で検索

ＵＲＬをクリックすると
本文閲覧画面へリンク

キーワード検索後に
電子ブックで絞込

詳細検索では資料区分を
[e-Book][LibrariE]に設定

参考



データベース一覧から各データベースに個別にアクセスします。

データベース一覧の
「電子ブックを読む」をクリック
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● e-Bookの利用方法 ２

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

画面を下にスクロールすると右側に表示される

利用したいデータベース名をクリック
個別データベースで検索し、閲覧する
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AURORA e-resourcesからe-Book、e-Journalを一括検索します。
（個別データベースでないと探せないものもあります。）

● e-Bookの利用方法 ３

タイトル検索

My Libraryログイン ＞ データベース一覧 ＞
AURORA e-resources (学外利用はこちらから)

タイトルリスト・分野
から検索もできる

媒体で絞り込める

データベース名を
クリックすると
個別データベースへ
リンクする



●Maruzen eBook Library

●Kinokuniya Digital Library（KinoDen）

●LibrariE（ライブラリエ）

●ProQuest EBook Central

●EBSCO eBook Collection

●Cambridge Companions Online

今回ご紹介する、電子ブックが利用できるデータベース
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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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■有斐閣
今では入手しにくい法律書の
古典的名著「YDC1000シリー
ズ」 のほか、豊かな情報量を
コンパクト・サイズに収めた
「有斐閣アルマ」など。

■岩波書店
「新日本古典文学大系」など
古典文学の名作のほか
「現代数学への入門シリーズ」
など、理工学系書籍も多数。

■マクミランランゲージハウス
あらゆる学習者の英語力に対応できる
よう、レベルを設定がされたリーダー
シリーズを収録。
おなじみの古典から、映画にもなった
最近の話題作まで多彩なセレクション。

■ワイリー・パブリッシング・ジャパン
政治、経済、歴史から数学、化学、
物理学、生物学等々、幅広い分野から
1冊1トピックスで分かりやすく、
楽しく入門レベルの知識を提供する
DUMMIESシリーズを収録。

●出版社別に書籍の一例をご紹介！



絞り込み項目

詳細検索、ISBNなど
のコード検索も可能

検索結果の並び順
は変えられる

ヘルプページ

購読中のものに
絞って検索できる
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● Maruzen e-Book Library 検索方法

フリーワード検索



ダウンロード：可
（著作権の範囲内で一人一部のみ）
同時接続数：１
（一度に閲覧できる人数）

資料の詳細情報を確認したら
「閲覧」をクリック
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● Maruzen e-Book Library 書籍の閲覧方法

タイトルをクリック

目次から本文にアクセスも

1

2
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● Maruzen e-Book Library 書籍の閲覧 終了時は「閲覧終了」をクリック

見開きページに切替

ここから本文の
単語検索ができる

印刷 / 保存
→次のページで解説

目次から本文にジャンプ

3



印刷・保存できるページ数が表示される
上限を超えてのダウンロードは禁止
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印刷 / 保存● Maruzen e-Book Library 印刷・ダウンロード

実行 「@」以下が aoyamagakuin.jp / aoyama.jp 
/ aoyama.ac.jp のメールアドレスのみ入力可
「利用目的」などの同意にチェックをつけ、
「送信」をクリック

・ダウンロードは1冊につき上限がある
・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の転送、配布は不可
・各資料における閲覧数は同時に1人のみ

→ 誰かが使っていると利用できない！

Point

メールに届いた
認証コードを入力

ダウンロードしたい
ページを入力
→ 実行
→ PDFダウンロード

1

2 3

4

5
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Kinokuniya Digital Library（KinoDen）

学術和書の新刊を中心とした豊富なコンテンツを提供する電子書籍サービス。

OPACでは検索できないので、KinoDenを開いて検索する必要がある。



15

● Kinokuniya Digital Library（KinoDen）検索結果

本学に無い資料も
含めて検索 著者や出版社の絞り込み

分野の絞り込み

並び順

本文の中でキーワードが
現れてくる箇所

キーワードの前後を表示

タイトルクリックで詳細画面へ
1

キーワード



16

● Kinokuniya Digital Library（KinoDen） 書籍の詳細画面

閲覧開始

目次

同時に閲覧できるのは１人

この資料は
印刷/ダウンロードも可

2
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● Kinokuniya Digital Library（KinoDen） 閲覧画面

画面の中ほどを
クリックするとツール
メニューが表示される

本文キーワード検索

目次のリンク メニューが表示される

閲覧終了

次のページで解説

3
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● Kinokuniya Digital Library（KinoDen） 印刷・PDF出力

クリックするとブラウザの印刷画面が開く出力可能な上限ページ数まで
開始ページ、ページ数を指定できる

出力可能な
上限ページ数

透かしや
出力日時が入る

PDF保存したい場合は、
プリンターを
「PDFに保存」に設定

印刷 or 保存

1

2

3



LibrariE（ライブラリエ）

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、
ログインは１回でOK！

こちらから検索

返却はマイページから
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新刊小説、英語多読書、実用書、問題集など一般書を中心とした電子図書館サービス。
LibrariEのトップページからログインすると、貸出・返却が可能（ログインID/PWはMy Libraryと共通）。

ヘルプページ

返却はここから

ログインすると自分の利用番号、状況が表示

新着資料やランキング
ジャンル別の紹介

Point

1



試し読みができる
（要ログイン）

返却期限日

さまざまなコンテンツタイプ

・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
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● LibrariE 書籍の詳細画面

クリックで閲覧ページへ

Point

3

2



画面の中ほどを
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
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● LibrariE 閲覧画面

クリックすると該当の註にとぶ

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

書籍の本文をキーワードで
検索でき、キーワードの一致率
が表示される

本を閉じる
4



ProQuest Ebook Central

人文・社会・理工・医学など幅広い分野を網羅。5分間試読サービス、購入リクエスト機能もある。

ダウンロード形式の選択
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

タイトルなどのキーワードで検索
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ヘルプページ
高度な検索

詳細検索画面へ移行



● ProQuest Ebook Central 検索結果画面

検索結果のブック数
絞り込みができる

タイトルをクリックすると
ブックの詳細画面へ移行
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ブックシェルフに追加

オンラインで読む 目次その他

全文ダウンロード



同時に利用できる部数
1部ならオンラインで読めるもの。貸出も1人のみ。
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● ProQuest Ebook Central 目次その他の画面

A. オンラインで読む
Readerが開き、書籍をオンラインで読める

B. 全文ダウンロード（貸出）
全文をダウンロードして、表示日数分読める
※アカウント作成、Adobe Digital Editionsの
インストールが必要

C. PDFの章をダウンロード
表示の枚数を上限に、章単位でダウンロードできる
※こちらのファイルには有効期限はない

D. コピー可能な残りページ
テキスト形式でコピーできるページ数

E. ページ：PDF印刷/章のダウンロード
印刷、ダウンロードできるページ数

PDFの章をダウンロード
※ダウンロードしておけば
誰かが利用中でも読める

閲覧

貸出

C

B

A



本文をキーワードで
検索できる
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● ProQuest Ebook Central 「オンラインで読む」の画面

テキストコピー

ここからテキストを
control+Cでコピー

PDFに出力：印刷

出力したページ

実行でPDF生成

ページの下に指定の
スタイルで引用情報が入る

ページを指定

Copyrightや
引用情報が入る

E

D



青学で購読していない図書の試読・購入リクエストもできる
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● ProQuest Ebook Central 試読型選書システム

リクエストするにはまずアカウント作成が必要

※登録するメールアドレスはAOYAMA Mailをお使い下さい。
※購入希望図書として選書されます。
必ずしも購入されるとは限りませんのでご注意下さい。
購入希望には申込上限（件数・金額）があります。
詳細は「My Library > 利用者サービス > 購入希望図書申込み」を参照。

試読は５分間

試読の場合、リンクがあっても
ダウンロードや印刷はできない

この資料の利用は試読と
購入リクエストが可能



EBSCO eBook Collection

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・教養書のほか、Project Gutenbergなどオープンアクセスの書籍もある。

『Oxford American College 
Dictionary』を検索できる辞書機能あり

基本検索
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カテゴリ別検索

詳細検索
検索オプションを

追加できる
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● EBSCO eBook Collection 検索結果画面

タイトルクリックで資料詳細画面へ

Project Gutenberg
著作権の切れた名作などを公開

和書もあり
吉川弘文館「国史大系」など

PDF：紙のレイアウトをそのまま表示
EPUB：画面の大きさに合わせて表示を調整(スマホ、タブレット向き)

トップページへ

1



同時ユーザーレベル
1アクセスなら同時に利用できる
のは1人だけ

● EBSCO eBook Collection 資料詳細画面・閲覧画面

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、
・100ページ分を保存、印刷が可能
・無制限にコピー/貼り付けができる
・全文がダウンロード可能な範囲に含まれる

・上限ページまで印刷、メール送付、
ダウンロードが可能

・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保存、印刷など

Point

本文閲覧

2
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テキストコピーは閲覧画面から

目次リンク
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● EBSCO eBook Collection PDF保存・テキストコピー

ページの保存：PDFで保存
ページを印刷：PDFで保存後に印刷

貼り付けると自動的に
引用情報が挿入される

保存可能な残りページ数が表示される



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。

検索結果が章単位でもヒット

文学、哲学、歴史など
幅広い分野を網羅する
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検索キーワードが
ハイライト表示

本文を読めるものだけに絞り込めるCambridge Companions Onlineの検索

タイトルクリックで詳細画面へ
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● Cambridge Companions Online 詳細画面・閲覧画面

アイコンあれば
PDF入手可

Chapter：章単位の表示

この章の書誌情報

この章が
含まれる図書

関連文献

章の参考文献リスト

Google Driveや
Kindleに保存も



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、My Library
「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7開館日ほど
お時間を頂戴しています

図書館WEBサイト
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