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！ 2019年度 図書館を改修します
2019年夏頃から、附属図書館・福利施設棟改修
工事を行います。改修工事期間中は図書館を閉館し、
保健管理センター2階 カンファレンスルームにて
仮図書館を開設する予定です。
図書館改修に伴い紙の資料が使えない期間にも、
勉強や研究に役立てることができる電子コンテンツ
（電子書籍・電子ジャーナル等）をご紹介します!

スマホやタブレット端末で教科書・参考書が読める!？

電子書籍のタイトルが増えました
2019年3月、新たに電子書籍200タイトル以上を追加し、シラバスに掲載されている
教科書・参考書の一部も電子書籍で利用可能になりました。
また、電子書籍を含む本学で所蔵しているシラバス掲載の教科書・参考書や、
各講座等から推薦された資料が図書館ホームページからすぐに検索できるように
なりましたので、ぜひご活用ください。

・病理組織の見方と鑑別診断
電子書籍で
病理系|教科書
読める！

教科書
・参考書

・救急患者の診かた考え方
Simulation Medicine |教科書

・内科学 （朝倉書店）
腎臓内科学・泌尿器科学|参考書

・形成外科ADVANCEシリーズ
形成外科学|参考書

・写真でわかる基礎看護技術アドバンス

次のページをチェック！
・・・など

基礎看護技術 |参考書

スマホや自宅PCでの
電子書籍の読み方は

■動画も視聴できます！
・写真でわかるシリーズ （写真でわかる実習で使える看護技術アドバンス 等）
・目で見る生化学入門

・目で見る解剖と生理

・目で見る災害看護

・生体のしくみ標準テキスト
・・・など

電子ジャーナル、電子書籍の新しい探しかた

本学蔵書検索（OPAC）で電子コンテンツを検索！

紙の資料と電子の資料が
同時にみつかる！

これまで本学蔵書検索（OPAC）では、冊子体（紙）の資料と電子書籍の検索機能のみでしたが、購読中の
電子ジャーナルの検索が新たに可能になりました。本学蔵書検索（OPAC）で検索すると、本学で利用できる
冊子体（紙）の資料と電子の資料が同時に検索結果に表示されます。
また、PubMed Centralなどに掲載されているようなフリー（無料）で閲覧可能な電子ジャーナルはOPACに
含まれていないため、本学図書館の契約状況にかかわらず電子的に閲覧可能な資料を検索したい場合は
「電子ジャーナル・電子書籍リスト」（http://sfx7.usaco.co.jp/husm/az）をご活用ください。

エルゼビアの電子ジャーナルは、読みたい論文だけ購入！

電子ジャーナル（ScienceDirect）トランザクション
2018年4月より、エルゼビア社の電子ジャーナル（ScienceDirect）の購読方法として、論文単位で
購入する「トランザクション（回数券方式）」を導入しています。非購読誌（本学図書館で契約していない
タイトル）について、1論文毎に購読料を支払うことによって閲覧・ダウンロードが可能になります。
利用にあたっては、ScienceDirectサイトでの事前登録が必要であるとともに、購読料の半額を
利用者側（所属部署の経費）でご負担いただくこととなります。
トランザクション利用マニュアルをご確認のうえ、附属図書館（学術情報課目録情報係）へ申請書を
ご提出ください。

１

ScienceDirect
でのユーザ登録

２

図書館へ
申請書を提出

ScienceDirectで
1論文毎に購入

３

学内便での提出もOK！

1論文：
1,200円+税
（利用者負担分）

図書館から購読料の
補助がでます！

★職員、大学院生の場合は、
所属の長の承認が必要です

★学部学生の場合は、
図書館へご相談ください

４

半期に1度
まとめて支払い

図書館から予算振替の
ご案内をします

■利用申請書、マニュアルはこちら （https://www.hama-med.ac.jp/lib/toshokan_shinseisyo.html）
図書館ホームページ > 利用案内・申し込み > 利用申請書 > トランザクション利用申請書

リモートアクセス（VPN接続）
ー学外からの電子コンテンツ利用方法ー
アプリを入れるだけで
スマホや自分のPCから
電子ジャーナル・
電子書籍が見られる！

① 図書館HP【リモートアクセス】
をクリックする

インターネットを介して本学が契約する
電子コンテンツ（電子ジャーナル・電子書籍等）を
学外端末やスマホから利用できるサービスです。
＊学外からのアクセスが認められているものに限ります

② 利用したい端末にアプリまたは
ソフトをインストールする

＊ご使用のOSにより、インストールするソフトが 異なります。

ネットで英語力をアップする方法
総合人間科学講座 英語

教授 中安美奈子

一昔前、これほどネットが私たちの世界に浸透するなど、想像できたでしょうか。現代では、母語、外国語に関わらず、膨大な情報から
有用なものを引き出す力と、資料を丁寧に読んで重要な情報を読み解く力、そして、自分の意見を効果的に発信する力が求められています。
今回は、数限りなくあるサイトの中から、無料で英語の学習に役立つものを選んで紹介しようと思います。

英辞郎on the web
Online Oxford
Collocation Dictionary
of English

(alc.co.jp)

(www.freecollocation.c
om)

Thesaurus

Collins Dictionary

Quizlet

ライフサイエンス辞書

TED

BBC Learning English

ALC NetAcademy Next

(thesaurus.com)

(collinsdictionary.com/
dictionary/english)

(quizlet.com)

(lsd-project.jp)

(ted.com)

(bbc.co.uk/learningeng
lish/english)

(浜松医科大学英語
学習サイト)

英和・和英のどちらの検索も可能で、見出し語だけで
なく、それを含む表現から検索することもできて便利
です。同じサイトに日替わりのTOEIC練習問題も掲載
されています。
ある語がどのような語と一緒に使えるかを教えて
くれるコロケーションの辞書です。

類語の辞書で、英文にバリエーションをもたせて
ブラッシュアップするのに役立ちます。

定義がわかりやすく、イギリス英語とアメリカ英語の
発音を聞くことができます。

「医学英語」の授業で使用しているQuick & Easy
Medical Terminologyの各章についてのクイズも掲載
されていて、楽しみながら勉強することができます。
ライフサイエンスに特化した辞書で、コーパス（KWIC
concordance (Key Word In Context)）の機能を使って
例文を引き出してみると面白い発見があるかも
しれません。
動画で一流のプレゼンが視聴できるサイトで、
スピードを変えたり、いくつかの言語で字幕を出したり
することができます。
公共放送BBCの英語学習サイトで、Takeaways
（お持ち帰り）の機能を使ってスクリプトと音声
ファイルがダウンロードできます。
４技能、語彙、文法の６つの力を高めるために開発
されたe-ラーニングシステムです。１年生でNextを
学習した学年は、２年生以上になっても使えるよう
アカウントを残してあります。

最後に、本学が契約している電子ジャーナルをぜひ利用しましょう。図書館サイトにリンクがあります。
ことばの学習は動機づけと毎日の積み重ねが大切です。『ひくまの』を手に取った今日から始めてみてはいかがでしょうか。

■アプリのダウンロードはこちら（https://www.hama-med.ac.jp/lib/toshokan_mjournal_remote.html）
図書館ホームページ > 電子ジャーナル・データベース > リモートアクセス

■マニュアル【図書館リモートVPN接続手順書】はこちら
大学ホームページ > 学内教職員へ > 学術情報課 > 各種様式

③ ソフトを起動し、VPNに接続する
接続を追加するために、マニュアルに記載されている
必要項目を入力してください。

本学の職員・学生であることを証明するため、
マニュアル【図書館リモートVPN接続手順書】に
記載されているキーを入力する必要があります。
マニュアルは学内限定ページにあるため、
事前に学内での確認をお願いします。

＊学内限定ページ

④ 電子ジャーナル、電子書籍を利用する
本学が契約している電子ジャーナル・電子書籍は
「電子ジャーナル・電子書籍リスト」またはOPACから
検索できます。

図書館からのお知らせ
● リポジトリシステム変更
－デザインや機能の一部が変わりました－
2018年9月より、浜松医科大学学術機関リポ
ジトリ（HamaMed-Repository）は国立情報学研
究所が提供するクラウドサービスに移行しまし
た。学術雑誌に投稿された論文や学位論文のほ
か、「浜松医科大学紀要」「図書館報ひくま
の」等が公開されています。機関リポジトリの
デザインや論文のカバーページ等が変更されま
したが、基本的な機能はこれまでどおりです。

（https://hama-med.repo.nii.ac.jp/）

浜松医科大学附属図書館

● 閲覧席の予約
－システムでの予約可能、対象範囲拡大－
附属図書館1階学習席を2週間占有利用できる
制度「閲覧席予約」の利用対象者を、これまで
の高学年限定からすべての学生・職員へ拡大し
ました。また、図書館ホームページからオンラ
インでの予約申請が可能になりましたので、ぜ
ひご活用ください。

（https://opac.hama-med.ac.jp/FacilityReservation/secure/login?locale=ja）

附属図書館・福利施設棟改修工事のお知らせ
2019年7月より、附属図書館・福利施設棟改修工事のため図書館を閉館する予定です。
改修工事期間中は、臨床講義棟 カンファレンスルームへ仮移転を行います。
仮移転先では、一部の資料を除き、図書・雑誌等の閲覧・貸出できなくなるなど利用が制限されます。
利用者の皆様には、ご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。

仮移転先でのサービス
・新着雑誌、シラバス掲載図書等の閲覧・貸出
（現）図書館

・学習スペース
・現物貸借資料の引渡し
（他大学で所蔵する資料の借用ができます）

・文献複写の引渡し
（他大学で所蔵する文献のコピーを取り寄せる
ことができます）

【仮移転先】
臨床講義棟
カンファレンスルーム

・講座等購入資料の引渡し
＊2019年3月現在の案のため、変更となる場合がございます
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