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近畿大学中央図書館ホームページ https://www.clib.kindai.ac.jp/

1. 資料・情報源の利用

https://www.clib.kindai.ac.jp/
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自宅PC・スマホからのログイン方法は

２つあります。

RemoteXs
（リモートエックス）

自宅・スマホから電子コンテンツを利用するには、ログインが必要です。

学認（GakuNin）
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「データベース（学外利用）」の

バナーをクリックしてログイン

※ 自宅のパソコンや、スマートフォンから
利用できます。

https://rmx.clib.kindai.ac.jp/ja/user/login

自宅PC・スマホからのログイン方法
①RemoteXs の場合

https://rmx.clib.kindai.ac.jp/ja/user/login
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【学外】データベースへのアクセス

図書館ホームページ左下にある
RemoteXsのバナーをクリック

①

②

③

④

教育系ユーザID、PWを入力し、
「ログイン」をクリック

利用したいデータベース名をクリック
「Login with SSO 」をクリック
※初回ログイン時のみ"確認画面が表示される
”I agree"へチェックを入れ、"継続"をクリック

※データベース（学外利用）について
https://www.clib.kindai.ac.jp/search/db_vpn.html

https://rmx.clib.kindai.ac.jp/ja/user/login
https://rmx.clib.kindai.ac.jp/ja/user/login
https://rmx.clib.kindai.ac.jp/ja/user/login
https://rmx.clib.kindai.ac.jp/
https://www.clib.kindai.ac.jp/search/db_vpn.html
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ログアウトしてください。

●各データベースへの終了時

●データベース学外利用RemoteXsの終了時

ユーザプロファイルから
ログアウトしてください。
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自宅PC・スマホからのログイン方法
②学認（GakuNin）の場合
（各サービスごとにログイン画面が異なります）



電子資料利用の注意点

・データベースによっては、同時にアクセスできる

人数が決まっています。アクセスが集中していると

きは、少し時間をおいてください。

・多くの利用者が利用しています。

利用が終わったら、速やかにログアウトし、

限られたリソースを譲り合って利用しましょう。



2. 電子資料の特徴

・いつでも、どこでも、手軽に読める！

・スマホから、自宅のPCからアクセスできる！

中央図書館公式キャラクター
マグロスキー

早速読んでみよう！

電子ブック一覧 （※一部、学外から利用できない電子ブックがあります）

https://www.clib.kindai.ac.jp/search/e_book.html


２.1 電子ブック ①Maruzen eBook Library

・各学問分野の学術図書、ビジネス書のほか、

岩波文庫・新書を多数収録！

・本文検索ができる！

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList


※「学認アカウントをお持ちの方はこちら」を押してください。
学認の認証画面が表示されます。
近畿大学と入力して、ログインしてください。

① Maruzen eBook Library

学認画面からログインする

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList


※「書名」にキーワードを入れると、図書の題名で検索ができます。
読みたい図書のキーワード、「スポーツ」「レポート」などを入力して

ください。検索ボックスの左の設定を「本文」に変更すると、図書の中身
（本文）まで検索できます。

① Maruzen eBook Library

読みたい図書を探そう

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList


※他の人が閲覧しています。少し時間をおいてから、もう一度試してください。
※ゆっくり読みたいときは、図書をダウンロードしましょう。

PDFとして保存でき、いつでも読むことができます。
※一部の出版社の図書は、ダウンロードできません。（例：有斐閣）

① Maruzen eBook Library

エラー表示がでたら
書籍を閲覧できません
この書籍は購入されていないか、または同時閲覧ライセンスに空きがありません。

「Maruzen eBook Library」の使い方

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList
https://www.clib.kindai.ac.jp/assets_c/2019/05/overdrive_help.pdf
https://www.clib.kindai.ac.jp/assets_c/2017/09/Maruzen_eBookLibrary_help.pdf
https://www.clib.kindai.ac.jp/assets_c/2019/05/overdrive_help.pdf
https://www.clib.kindai.ac.jp/assets_c/2017/09/Maruzen_eBookLibrary_help.pdf


２.1 電子ブック ②OverDrive

・英語版コミックス、TOEIC対策本、ビジネス書など

・英語本の読み上げ機能で、語学力アップ！

・貸出冊数：3冊（OverDrive）

・貸出期間：8日間で自動返却（いつでも返却可能）

https://kindai.libraryreserve.com/10/50/ja/BrowseCollections.htm
https://kindai.libraryreserve.com/10/50/ja/BrowseCollections.htm


②OverDrive

電子ブックを読む

※「スポーツ＆リクリエーション」など、テーマで絞り込むことなどができます。
「コミック＆グラフィックブック」で絞り込むと
英語版の日本の漫画を読むことができます。 「OverDrive」の使い方

https://kindai.libraryreserve.com/10/50/ja/BrowseCollections.htm
https://drive.google.com/file/d/1cTsXRGMk5pTJ-JXMrkLYy2ebiQ96cbW7/view?usp=sharing
https://www.clib.kindai.ac.jp/assets_c/2019/05/overdrive_help.pdf


２.1 電子ブック ③LibrariE

・教養書、旅行ガイド、レポート対策など

・貸出冊数：3冊（LibrariE）

・貸出期間：8日間で自動返却（いつでも返却可能）

https://www.d-library.jp/kindailib/g0101/top/


③ LibrariE

学認画面からログインする

「LibrariE」の使い方

※「学認アカウントはこちら」をクリックしてください。
学認の認証画面が表示されます。

https://www.d-library.jp/kindailib/g0101/top/
https://www.clib.kindai.ac.jp/assets_c/2021/05/LibrariE_userguide.pdf
https://www.clib.kindai.ac.jp/assets_c/2021/05/LibrariE_userguide.pdf


・JapanKnowledge Lib →RemoteXs からアクセス
※「会社四季報」「東洋文庫」「日本古典文学全集」「文庫クセジュ」
「日本近代文学館」などが利用できます。

2.1電子ブック ④ JapanKnowledge

https://rmx.clib.kindai.ac.jp/ja/user/login


→ RemoteXsからアクセス
コンテンツ一覧
https://japanknowledge.com/contents/

※「日本国語大辞典」「国史大事典」や、百科、言語、人名、歴史、地理、用語
など様々な辞典・事典類が利用できます。
大学の学習では、信頼できる情報源を使うことが求められます。レポートに引

用する場合など、JapanKnowledgeを使いましょう。

使い方、動 画 をクリック！

④ JapanKnowledge 辞書・事典

https://rmx.clib.kindai.ac.jp/ja/user/login
https://japanknowledge.com/contents/
https://japanknowledge.com/file/articles/blogcomic/naruhodo_jk.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vOo4P5--DAo


・RemoteXsにアクセスして、データベース一覧から、
新聞のデータベースを利用しましょう。
日経テレコンは、アクセス制限なく利用できます。

＜全国紙[データベース名]＞
朝日新聞[朝日新聞クロスサーチ]、毎日新聞[毎索]、
読売新聞[ヨミダス歴史館]、産経新聞[産経新聞データベース]、
日本経済新聞[日経テレコン]

[Factiva]
地方紙、専門紙、海外紙(英語、中国語、

韓国語、フランス語、ドイツ語など多数) などが
利用できます。

2.2 新聞 →RemoteXs からアクセス

https://rmx.clib.kindai.ac.jp/ja/user/login


2.3 雑誌 ①日経BP （学認からのアクセス・利用方法）

https://www.clib.kindai.ac.jp/assets_c/2018/05/NikkeiBP_Gakunin.pdf


• 「日経ビジネス」「日経サイエン
ス」「日経エンタテインメン
ト！」など、日経新聞社刊行の雑
誌、約60誌が閲覧できます。

• レポートの書き方、就職活動支援、
パソコンスキルアップ講座など、
役立つ情報がたくさんあります。

• 使い方動画

日本語雑誌を利用する ①日経BP

https://bizboard.nikkeibp.co.jp/academic/howto/index.html
https://nkbp.jp/2r8rmrx


学術雑誌 ②J-STAGE （ログイン不要）
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja

※さまざまな学術雑誌・学会誌が公開されています。
レポート、授業の課題のキーワードで検索してみてください。
まずは、新しい研究成果（論文・記事）から読んでみましょう。

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja


・日本最大規模の学術情報検索サービス

・論文・記事などの文献のほか、

研究データ、研究プロジェクト情報などを含めて

横断検索ができる

・人文・社会・自然科学などの学問分野を網羅的に収集
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雑誌記事・論文を探す ③CiNii Research
（ログイン不要）

https://cir.nii.ac.jp/articles


簡易検索画面

「論文」を選択すると
論文・記事を検索できる

「詳細検索」をクリックすると
詳細検索のボックスが表示される

③ CiNii Research 雑誌記事・論文を探す、読む

授業やレポートの課題などのキーワードで検索してみましょう。
検索する言葉は、先にJapanKnowledgeで調べておきましょう。
学術情報以外の情報も含まれています。発信者（著者、雑誌名）を
確認しましょう。

https://cir.nii.ac.jp/articles


●近畿大学学術情報リポジトリ
https://kindai.repo.nii.ac.jp/

※近畿大学の構成員が作成した学術情報
が電子化され、公開されています。近畿
大学が発行している学術雑誌も読むこと
ができます。
例えば、先生方の名前で検索してみて

ください。
広報資料「近大スポーツ」なども、閲

覧できます。

2.4 その他のデータベース

近畿大学学術情報リポジトリ（ログイン不要）

「近大スポーツ」第63号 2021年7月9日

https://kindai.repo.nii.ac.jp/
https://kindai.repo.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_snippet&index_id=4510&pn=1&count=20&order=17&lang=japanese&page_id=13&block_id=21


・「シューカツ情報の調べ方 －就活 超入門編－」

※電子ブック（マイナビ）、データベース（日経テレコン、日経
BP）の活用・アクセス方法がまとめられています。

・来館できない場合でも、利用できる図書館サービスを知りたい。
無料で読める電子ブックなどがあれば併せて知りたい。

※国立国会図書館など、近畿大学以外の機関が提供している資料が

利用できます。

※新型コロナウイルス感染症に対応する支援として、

情報の無料公開なども確認できます。

3. ①図書館で調べる

https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=man_view&id=2000019119
https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000275908


学修サポート 強い味方！（図書館ホームページ）

https://www.clib.kindai.ac.jp/search/study_support.html

https://www.clib.kindai.ac.jp/search/study_support.html


・図書館HP＞Myライブラリーからアクセスできます

3. ②動画で利用方法を確認する

レポート作成や、就職活動に
役立つデータベースの利用方
法などを確認できます。

https://opac.clib.kindai.ac.jp/opac/opac_search/?loginMode=disp&lang=0&opkey=&cmode=0&smode=0


３．③図書館員、院生に相談する

オンライン(Zoom、メール)でも相談できる！

・学修サポートデスク(大学院生)

レポートの書き方、卒論について、授業や課題でわから
ないことなど、学生生活全般に関わる色々な相談ができま
す。

・利用相談(図書館員)、メールで利用相談(図書館員)

資料の探し方、データベースの使い方など、図書館サー
ビスに関する相談ができます。

https://www.clib.kindai.ac.jp/news/2022/0413-web_2.html
https://www.clib.kindai.ac.jp/news/2020/0611-online_reference.html
https://www.clib.kindai.ac.jp/contact/


Fin.
中央図書館公式キャラクター

マグロスキー

データベースの利用が
終わったら、必ず
ログアウトしてね！
また、図書館で！


