2021 年 1 月 22 日
城西大学水田記念図書館

リモートアクセス用個人アカウントの登録方法
さまざまなデータベース、電子ジャーナルなどのオンラインサービス（以下「電子リソース」）で、個人ア
カウントを登録し、これでログインすることで学外からも利用できる「リモートアクセス」の機能が利用できま
す。
ほとんどの電子リソースは、以下のいずれかの方法を使用して契約機関（城西大学）の利用者を判別し
て、「城西大学のユーザ」としてリモートアクセスの権限を付与します。個々のサービスの登録手順は、次
項以降の確認してください。
✓ 学内ネットワーク環境から個人アカウントを登録する。
✓ 城西大学のメールアドレスで個人アカウントを登録する。(Elsevier, JoVE)
✓ 学内ネットワーク環境でモバイル端末を登録する。（ACS,AMS）
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個人アカウント登録時の注意
原則として、ユーザ名は本名、メールアドレスは大学のメールアドレス(xxxxx@josai.ac.jp)を登録してく
ださい。他のメールアドレスを使用している、不審な登録名であるなど、在籍者であることが確認できない
場合、管理者により個人アカウントが削除される場合があります。
他の機関で使用していたアカウントを使用したいなど、なんらかの事情がある場合は図書館までご相談
ください（例：編入学者だが、他の大学で使用していたアカウントを引き継ぎたい、等）。一部対応できるサ
ービスもあります。

利用できるコンテンツの注意
リモートアクセスが可能な電子リソースでも、城西大学が購読していないタイトルは利用できません（例：
〇〇学会は 10 タイトルのジャーナルを出版しているが、城西大学が購読しているのは 3 タイトルだけ、
等）。個々のタイトルの購読の有無は、図書館の OPAC（リンク）から検索して確認してください。

ACS Publications
https://pubs.acs.org/
アメリカ化学会(American Chemical Society)刊行の電子ジャーナル。
【リモートアクセスの概要】
個人アカウントを作成して学内ネットワークからモバイル端末（ノートパソコン、タブレット、スマートフォン
等）でアクセスし、端末のペアリング設定を実施する。この操作を実施した端末が 120 日間リモートアクセ
スできる状態となる。
【登録方法】※要学内ネットワーク

1.

画面右上の「Log In」を開く。

2.

画面右下の「Registering is easy」から必要な情報を入力して個人アカウントを作成する。

3.

ペアリング設定を実施したいモバイル端末で、城西大学のネットワークに接続する。

4.

画面右上の「Log In」から、作成した個人アカウントでログインする。

5.

画面右上の[三]を開いたメニュー内の「Pair a device」をクリックする。

6.

指示に従いコードを入力する。

【有効期間】
有効期限は設定より 120 日間。期限後は、上記に従って再登録する。
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EBSCOhost / EBSCOhost eBook Collection (NetLibrary)
http://search.ebscohost.com/
学術分野の総合電子ジャーナル（経済・経営分野）と電子ブックのデータベース。
【リモートアクセスの概要】
学内ネットワークから EBSCOhost にアクセスし、個人アカウントを作成する。
【登録方法】※要学内ネットワーク

1.

画面右上の「サインイン」リンクを開く。

2.

必要情報を入力して、アカウント登録。

【有効期間】
本学に在籍している間。

JoVE (Journal of Visualized Experiments)
https://www.jove.com/
教育用動画サービス（主に生物学分野）。
【リモートアクセスの概要】
城西大学のメールアドレスで個人アカウントを作成する。または任意のメールアドレスで個人アカウント
を作成したのちに、学内ネットワークからログインする。
【登録方法】

1.

画面右上「LOG IN」より「Sign Up」を開く。

2.

必要情報を入力して、個人アカウントを登録する。

3.

入力したメールアドレスに、JoVE から招待メールが届く。メール内のリンクをクリックして登録
完了。城西大学のメールアドレスで登録した場合、この時点でリモートアクセス権が付与され
る。（登録終了）

4.

城西大学以外のメールアドレスで登録した場合、登録したアカウントで学内ネットワーク環境
からログインした時点でリモートアクセス権が付与される。

【有効期間】
本学に在籍している間。
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KinoDen
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/
学術書中心の電子ブック。
【リモートアクセスの概要】
図書館配布のシリアルコードを使用してアカウントを作成する。または各種のウェブサービスのアカウン
トを使用してログインする。※「Google」「Twitter」「Facebook」「Microsoft」「Apple」または任意のメール
アドレスで登録可能。
【登録方法】※新規にアカウントを作成

1.

KinoDen にアクセスし、「サインイン」画面一番下の「アカウントを新規作成」を開く。

2.

必要情報を入力して、個人アカウントを登録する。

3.

次の「シリアルコード認証」で、図書館配布のシリアルコードを登録する。

【登録方法】※利用中のウェブサービスを使用

1.

KinoDen にアクセスし、「サインイン」画面で自分が利用しているサービスを選択してログイン
する。

2.

次の「シリアルコード認証」で、図書館配布のシリアルコードを登録する。

【有効期間】
本学に在籍している間。30 日毎にシリアルコードの入力を求められるため、破棄しないよう注意（再発
行は可能）。シリアルコード自体も 90 日の有効期限がある。有効期限が切れた際は、図書館に再度請求
できる。

LibrariE
https://www.d-library.jp/josai
小説を含む一般書中心の電子ブック図書館。指定した電子ブックを「貸出」するサービスで、貸出期間
（一週間）の間はその電子ブックを占有できる。貸出は 1 冊のみだが、別に他のユーザが貸出中の 1 冊
を「予約」しておくことができる。
【リモートアクセスの概要】
図書館の OPAC と共通のアカウントを使用する。以下を参照。
【ログイン ID】

✓

学生： 学内 PC の ID とパスワード。（※WebClass とも共通）

✓

教職員： 図書館貸出カードの ID とパスワード（OPAC ログイン用）

【有効期間】
本学に在籍している間。
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Maruzen eBook Library
東洋経済新報／週刊東洋経済デジタルアーカイブズ
https://elib.maruzen.co.jp
学術系専門書の電子ブック。医療系動画コンテンツも収録。『週刊東洋経済』の 2016 年以前のバック
ナンバーを収録した「東洋経済新報／週刊東洋経済デジタルアーカイブズ」も、Maruzen eBook
Library に収録されている。
【リモートアクセスの概要】
学内ネットワークから Maruzen eBook Library にアクセスし、メールアドレスを登録する。登録したメ
ールアドレスに送られたメール内のリンクから、パスワードを設定して個人アカウントを作成する。
【登録方法】※要学内ネットワーク

1.

画面右上の「アカウント」をクリック。

2.

認証 ID（学内メールアドレスを入力）と氏名を入力。

3.

確認画面が開いたら、「登録」をクリック。

4.

登録したメールアドレス宛てに、認証パスワードが記載された確認メールが届く。確認メール
が届いてから 20 分以内に、メール本文に記載された URL にアクセスする。

5.

認証パスワードを入力して「登録」をクリック。

【有効期間】
有効期限は設定より 90 日間。登録したアカウントで学内ネットワークからログインすると、有効期限がそ
の時点から 90 日に再設定さる。

MathSciNet / AMS Journals
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/
アメリカ数学会(American Mathematical Society)の数学文献情報データベース。AMS のジャーナ
ルや電子ブックもこの設定で利用できる。
【リモートアクセスの概要】※要学内ネットワーク
学内ネットワークからモバイル端末（ノートパソコン、タブレット、スマートフォン等）でアクセスし、端末の
ペアリング設定を実施する。この操作を実施した端末が 90 日間リモートアクセスできる状態となる。
【端末の登録方法】

1.

画面右上の「Josai University」隣の「Remote Access」アイコンをクリック。

2.

cookie と JavaScript が利用可能な設定で「Yes, continue」のボタンをクリック。

【有効期間】
有効期限は設定より 90 日間。期限後は、上の手順に従って再度登録する。
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ProQuest Ebook Central
https://ebookcentral.proquest.com/lib/josai/
海外学術書中心の電子ブック。現在購読しているのは 14 タイトルのみ。
【リモートアクセスの概要】
学内ネットワークからアカウント登録を実施する。
【登録方法】

1.

画面右上「サインイン」を開く。

2.

「サインイン」画面下の「Ebook Central のアカウントを作成」を開く。必要情報を入力して、個
人アカウントを登録する。

【有効期間】
本学に在籍している間。

ScienceDirect / Scopus (Elsevier)
https://www.sciencedirect.com/
https://www.scopus.com/
Elsevier 社の学術総合電子ジャーナル、電子ブック(ScienceDirect)と、学術総合文献情報データベ
ース(Scopus)。
【リモートアクセスの概要】
城西大学のメールアドレスで個人アカウントを作成する。または任意のメールアドレスで個人アカウント
を作成したのちに、学内ネットワークからログインする。
ScienceDirect と Scopus はアカウント情報を共有しているため、どちらで登録しても双方が利用できる
個人アカウントが作成される。リモートアクセスの設定も一回だけ実施すればよい。
【登録方法】

1.

画面右上の「アカウントを作成」を開く。

2.

必要情報を入力して、アカウント登録を実施する。メールアドレスは@josai.ac.jp のものを登
録する。学内ネットワークから登録を実施した場合、これでアカウント登録とリモートアクセスの
設定は完了。

3.

学外からアカウント登録を実施した場合、アカウント登録確認のメールが届く。メール内のリン
ク[Get access]をクリックして登録完了。

共通【有効期間】
有効期限は設定より 6 ヶ月間。登録したアカウントで学内ネットワークからログインすると、有効期限が
その時点から 6 ヶ月に再設定さる。
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SpringerLink
https://link.springer.com/
Springer Nature 社の学術総合電子ジャーナル、電子ブック。『Nature』シリーズは独立したサイトで
提供されているため、リモートアクセスでは利用できない。
【リモートアクセスの概要】
学内ネットワークからアカウント登録を実施する。または個人アカウントを作成した後に、学内ネットワー
クからログインする。
【登録方法】※要学内ネットワーク

1.

画面右上の「Sign up」リンクを開く。

2.

必要情報を入力して、アカウント登録を実施する。学内ネットワークから登録を実施した場合、
これでアカウント登録とリモートアクセスの設定は完了。

3.

学外からアカウントを登録した場合、登録したアカウントで学内ネットワークからログインする。
ログインした時点でリモートアクセス権が付与される。

【有効期間】
有効期限は設定より 90 日間。登録したアカウントで学内ネットワークからログインすると、有効期限がそ
の時点から 90 日に再設定さる。

Taylor & Francis Online
https://www.tandfonline.com/
Taylor & Francis 社の学術総合電子ジャーナル、電子ブック。現在購読しているのはジャーナル 18
タイトルのみ。
【リモートアクセスの概要】
学内ネットワークからアカウント登録を実施する。または個人アカウントを作成した後に、学内ネットワー
クからログインする。
【登録方法】※要学内ネットワーク

1.

画面右上の「Register」を開く。

2.

必要情報を入力して、アカウント登録を実施。

3.

入力したメールアドレスに、アカウント登録確認のメールが届く。このメール内の
"www.tandfonline.com～"のリンクをクリックする。学内ネットワークから登録した場合、この
時点でアカウントが完了し、リモートアクセス権が付与される。

4.

学外からアカウントを登録した場合、登録したアカウントで学内ネットワークからログインする。
ログインした時点でリモートアクセス権が付与される。

【有効期間】
有効期限は設定より 90 日間。登録したアカウントで学内ネットワークからログインすると、有効期限がそ
の時点から 90 日に再設定さる。
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Wiley Online Library
https://onlinelibrary.wiley.com/
Wiley 社の学術総合電子ジャーナル、電子ブック。
【リモートアクセスの概要】
学内ネットワークからアカウント登録を実施する。または個人アカウントを作成した後に、学内ネットワー
クからログインする。
【登録方法】※要学内ネットワーク

1.

必要情報を入力して、アカウント登録を実施。

2.

入力したメールアドレスに、アカウント登録確認のメールが届く。このメール内のリンクをクリックす
る。学内ネットワークから登録した場合、この時点でアカウントが完了し、リモートアクセス権が付
与される。

3.

学外からアカウントを登録した場合、登録したアカウントで学内ネットワークからログインする。ロ
グインした時点でリモートアクセス権が付与される。
【有効期間】
有効期限は設定より 90 日間。登録したアカウントで学内ネットワークからログインすると、有効期限がそ

の時点から 90 日に再設定さる。
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