
図書館 でできること
令和４年４月　学生用

就職活動に使えるデータベース等重要な変更点

①図書館ホームページからマイライブラリにログインします。大学指定のログイン ID（学生番号）・パスワードでログインできます。

CiNii Research が始動します
令和４年 4 月 1 日に、CiNii Articles は廃止され、今後論文検索は CiNii Research に一本化されます。

データ種別の「論文」をクリッ
クすると、論文を探すことが
できます。

CiNii Research へ

CiNii Articles 廃止に伴い、CiNii Research で調べた論文の ILL 複写申請は下記手順で行ってください。

ILL 複写申請方法（４月１日～６月６日）

②「新規申し込み」から「複写を依頼」をクリックします。

③CiNii Research で調べた論文
情報を複写依頼申請フォームに
入力し、「確認に進む」→「この
内容で依頼」ボタンをクリック
すると依頼完了です。複写物が
到着したら図書館からメールで
連絡をします。

※依頼する前に、複写依頼申請
フォーム上部の注意事項を必ず
確認してください。

６月７日以降は CiNii Research のデータを流用する方法でより簡単に複写申請可能となる予定です。

月１回 蔵書整理のための休館日を新たに設けます

蔵書整理のための休館日は、決定次第、図書館入口の掲示でお知らせします。
最新の開館情報は図書館開館カレンダーを確認してください。

【新聞データベース】 【日経 BP 記事検索サービス】

【電子書籍】

【学修支援】

新聞データベースを活用すれば、業界の動
向や企業の最新活動を効率的にチェックで
きます。

◆朝日新聞クロスサーチ
　聞蔵Ⅱビジュアルがリニューアルされ、画面デザイン
　が一新され、新しい機能も追加されました。
　※聞蔵Ⅱは令和４年4月末まで並行稼働します。

　明治 12 年の創刊号から今日までの 140 年間の朝日新聞
　紙面から記事・広告約 1,500 万件が検索できます。全
　地域面も収録。「戦前紙面データベース」の他、オプショ
　ンの「全国の地域面」や「戦前の外地版」も利用できます。

　分かりやすい時事問題解説や就活応援コラムなど
　が豊富で、就職活動の第一歩として最適です。

◆ヨミダス歴史館
　明治からの読売新聞記事 1,400 万件以上がネットで読
　めるデータベースです。「明治の読売新聞」「大正の読
　売新聞」もウェブで利用できます。

データベース一覧

◆WEB版神社新報
　神社界の最新情報から論説、社会情勢に至るまで、神
　道や神社に関する様々な話題を掲載する神社新報の昭
　和 21 年 7 月 8 日創刊号からの記事を検索・閲覧できる
　データベースです。

経営・技術・生活分野における専門情報を提供し
ている日経 BP 社の雑誌約 50 誌分の記事を検索・
閲覧できるデータベースです。年間で先着 8,000
記事まで閲覧可能です。

「業界研究」「企業研究」「地域経済」「リリース」「ビ
ジネスマナーを学ぶ」の５つのカテゴリーで構成
された特設ページからは、就活情報誌からは見え
てこない各業界におけるビジネスの今が分かり、
就活の進み具合や方向性に応じて必要な情報にス
ムーズに到達できます。

◆就活関係電子書籍図書一覧
・就職四季報総合版 2022年版
・でるとこだけのSPI 2023年度版
・要点マスター!一般常識 2023年度版
・要点マスター!SPI 2023年度版
・要点マスター!就活マナー 2023年度版
・面接&エントリーシート 2023年度版 ―要点マスター!―
・Web面接 2023年度版 ―オンライン面接の必勝法―
・自己分析 2023年度版 ―適職へ導く書き込み式ワークシート―
・就活ノートの作り方 2023年度版 （内定獲得のメソッド）
・業界＆職種研究ガイド 2023年度版 ―自分に合った仕事は何だろう?―
・インターンシップ 2023年度版 ―仕事のホントを知る!見る!考える!―
・面接担当者の質問の意図 2023年度版 
・面接自己PR志望動機 2023年度版 
・就職活動がまるごと分かる本 2023年度版 ―いつ?どこで?なにをする?―
・一般常識 2023年度版 ―即戦力問題集―
・エントリーシート完全突破塾 2023年度版
・SPI解法の極意 2023年度版 

◆閲覧方法
マイライブラリにログイン後、　　　　　　　を
クリックすると学外からも電子書籍を利用できます。

詳しい使い方はこちら
https://support.nii.ac.jp/ja
/cir/manual_outline

重要！

開館カレンダー

使い方詳細
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新田均

大学指定のログイン ID（学生番号）・パス
ワードでログインできます。図書館からの
メッセージが確認できますので、定期的に
チェックしてください。
その他図書館からのお知らせは全てメール
で連絡します。メールを確認するようにし
てください。

マイライブラリログイン方法

※「出版社：マイナビ出版　出版年：2021」の条件で絞り込んでください。

ログイン画面

英検が実施される時期に合わせて過去問題を利用した筆
記試験対策と英語教員による面接対策が受けられます。
本学学生ならどなたでも参加できます。
詳しくは図書館英語学修コーナーの掲示を確認してください。

英語で書かれたやさしい本をたくさん読むことで英語基
礎力が総合的に向上することが期待できます。図書館企画
多読チャレンジでは、読んだ語数に応じてバッジを贈呈し、
表彰を行っています。また、読書量 30 万語以上で、英語
検定受験料を補助する企画も始まりました。気軽な読書で
英語力を身につけましょう！

図書館では様々な学修支援企画を実施中です。

プレ英検

英語多読学修

くずし字学修支援「にょろ文字塾」
楽しく学べる資料やコンテンツを使ってクイズ感覚で「くずし字」の読解力を身につけます。学習会の実施や、manaba
コンテンツの提供を行い、本学学生であればどなたでも受講できます。興味のある方は是非気軽に参加してください。
また今年度より「くずし字学修コーナー」を設置しましたので、そちらも併せて活用してください。



◆貸出

◆返却

学生証と借りたい図書を持って 1 階カウンターにき
てください。
学部生・専攻科生　　　  … ５冊まで 14 日間
学部生（４年生）　　　　… 10 冊 まで 14 日間
大学院生　　　　　　　  …  10 冊 まで 30 日間

返却したい図書を持って 1 階カウンターにきてくだ
さい。返却処理後は「返却棚」に置いてください。
閉館している時は、正面玄関のブックポストに入れ
てください（21:30 頃まで）。
※図書を延滞すると、延滞日数分の期間貸出停止となります。

◆貸出期間の更新
続けて借りたい図書と学生証を持って 1 階カウン
ターにきてください。予約待ちの人がいなければ、
貸出期間を更新することができます。

◆購入リクエスト
読みたい図書が図書館にない場合、購入をリクエス
トすることができます。
※リクエストにお応えできない場合もあります。

◆実習に合わせ返却日を変更
教育実習・福祉実習等で、図書を長期間借りたい時
は、返却日を実習終了後 2 日以内に変更できます。
※実習開始 1 週間前から手続可能です。

◆シラバスコーナー
シラバス掲載図書が、教員の氏名順に並べてありま
すので自学自修に活用してください。
◆ジャンル別図書コーナー
英語学修、くずし字学修、教科書、授業でよく使う
図書などはラーニングコモンズにまとめてありま
す。

◆グループ学習
プレゼンテーションスペース（2 階 LC 内）・会議室

（1 階）は貸切予約ができます。利用する際は事前予
約が必要ですので、1 階カウンターで手続きしてく
ださい。

◆ノート PC、iPad
貸出用ノート PC・iPad を借りる時は、学生証を持っ
て 1 階カウンターにきてください（利用は館内の
み）。自分のノート PC 等の持込みも可能です。無
線 LAN の設定をすればインターネットに接続できます。
※延滞している図書がある場合や貸出停止期間は借りるこ
　とができません。
※プロジェクターも借りられます。

◆視聴覚資料
（ビデオ・DVD・マイクロ資料等）
CD・DVD等は、貸出用ノートPCでも視聴できます。
マイクロ資料の閲覧は、専用機を利用しますので
1 階カウンターに相談してください。印刷や電子化
もできます。ビデオ閲覧の際も、1 階カウンターへ
相談してください。
※1 階カウンターでヘッドフォンが借りられます。
※視聴覚資料の利用は館内のみです。

◆卒論・修論
優秀論文の閲覧ができます。「修士論文及び卒業論
文等閲覧願」を記入して、1 階カウンターで申し
込んでください。
※コピーや館外持出はできません。

◆雑誌・新聞
雑誌は 1 階連絡通路と書庫 1 階にあります。新聞
は「朝日」「毎日」「中日」「日経」「産経」「読売」「伊勢」

「神社新報」「教育新聞」などがあります。
また、図書館指定の ipad でｄマガジン for Biz（電
子雑誌の読み放題サービス）が利用できます。１階
カウンターで申し込んでください。

◆コピー機
コピー機は 1 階・2 階にあり、カード式・コイン式
があります。

〈利用料金〉
カード式の利用には、コピーカードが必要です。コピー
カードは、大学本部事務局の証明書発行機で購入できま
す。
※USBメモリからの印刷はデータをPDFに変換してください。
※著作権法遵守のため図書館設置のコピー機では、図書
　館所蔵の資料以外の複写はご遠慮ください。

図書館の最新情報は
ホームページで確認
できます。他大学利
用の場合も最新情報
を確認してください。

◆国立国会図書館デジタル化資料送信サービス
国立国会図書館で収集・保存しているデジタル資料
を検索・閲覧できるサービスです。登録館のみに公
開されている「図書館送信資料」が本学図書館内専
用 PC で閲覧できます。1 階カウンターで申し込ん
でください。複写申込みも可能です（有料）。

◆歴史的音源（れきおん）
国立国会図書館が配信する「歴史的音源」の「歴
音参加館限定資料」を聴くことができます。1 階カ
ウンターで申し込んでください。

◆取り寄せる（ILL/Interlibrary Loan）
図書館を通じて他の図書館資料の借用、複写を依頼
することができます。マイライブラリへログイン後、
OPAC 画面上で申し込んでください。

※申請から到着まで、7 ～ 10 日程度かかります。
※資料到着は図書館からメールで連絡します。
※送料・複写代は実費負担です。
※図書借用の場合、館内指定の場所での閲覧となります。
※申込み後のキャンセルはできません。

◆他の図書館の利用

三重大学附属図書館は、学外者の閲覧・貸出が可能
です。貸出を希望する場合は、平日 9：00 ～ 17：
00 に三重大学附属図書館で「学外者利用券」の交
付を申請してください。身分証明書が必要です。

　
他大学図書館では、入館･利用する時に、本学図書
館発行の紹介状が必要となる場合があります。必ず
事前に本学 1 階カウンターへ相談してください。

■三重県立図書館は通常の閲覧・貸出に加え、利用
者カード作成時にパスワード設定すると、e-Booking
のサービスが利用できます。

なお、三重県立図書館を含む三重県内の公共図書
館の蔵書を検索する場合、「三重県図書館情報ネッ
トワーク（MILAI）」を利用すると一括検索ができ
て便利です。

■e-Booking で資料を取り寄せる

e-Booking は三重県立図書館が行っている、24 時
間・365 日のインターネット予約配送サービスです。
三重県立図書館が所蔵している資料を予約（貸出
依頼）すると、その資料を本学図書館のカウンター
で受け取ることができます。送料は無料です。

■三重県立図書館の資料を本学図書館で返却する

三重県立図書館で直接借りた資料を、本学図書館の 1
階カウンターで返却することができます。

※返却できるのは三重県立図書館で借りた資料のみ
　です。
※返却日は、実際に三重県立図書館で返却処理され
　た日になりますので注意してください。

三重県立図書館はおトク！
三重県立図書館が所蔵している資料を ILL で借用す
る場合、送料無料で館外貸出も可能です。

※貸出冊数は本学での貸出冊数上限までです。
※貸出期間は往復の搬送期間を含み 30 日です。

◆全館飲み物（蓋つき）が飲めます
　食事は全てのエリアで禁止です

◆図書館からの連絡はメールで行います
図書館からのお知らせはメールまたはマイライブラ
リで行いますので、定期的に確認してください。

◆開館時間

◆休館日

通常講義期間　　平日　９：００～２０：００
　　　　　　　   土曜   ９：００～１７：００
長期休暇期間　　平日　９：００～１７：００
　　　　　　　   土曜   ９：００～１３：００
　　　　　　　　

◆入退館の方法
入館には学生証が必要です。忘れたときは 1 階カ
ウンターに申し出てください。
退館時、貸出手続をしていない図書などがある場合、
警告音が鳴りますので注意してください。

日曜・祝日、創立記念日（4 月 30 日）、神嘗祭（10 月
17 日）、倉陵祭期間、学校閉鎖期間（お盆・年末年始）
など学校指定の休業日、蔵書点検日、蔵書整理日
※開館時間・休館の詳細は、図書館ホームページをご 
　覧ください。

◆電子書籍
図書館ホームページから群書類従、人物叢書他、
あらゆる分野の電子書籍が利用できます。

利用案内

図書館 HP

◆新着本コーナー
OPAC 詳細画面に「新着」の表示がある図書は新着
本コーナーを探してください。

三重大学附属図書館

他大学図書館

三重県立図書館
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