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eBook を自宅で読もう！！
「eBook って何？」という方は少なくなったかと思います。電子書籍、電子ブックなどとも
呼ばれますが、データで発行される書籍のことです。パソコン、タブレット、スマートフォン
などを使って見ることができます。
その eBook、本学図書館に何冊入っていると思いますか？ 答えは 572 冊！（2015 年 7 月
15 日現在） 紙の本と違って新着棚や書架に並べることができませんので、なかなか皆さんの
目に付かないのが欠点と言えます。一方、設定さえしておけば自宅から読むことができるとい
うメリットも！ ただし、自宅から読むためには事前に学内パソコンからの設定が必要です。
是非、夏休み前に設定を済ませて、ご自宅で利用してみませんか！

１．eBook 所蔵資料を一部ご紹介♪

※ 書影、内容とも全て【Maruzen eBook Library】から引用。

タイトル： ごはんとおかずのルネサンス 基本編 ―誰もが忘れていた日本の真実の味
わい―新版（ごはんとおかずのルネサンスプロジェクト）
著者： 弓田亨, 椎名真知子著
出版： イル・プルー・シュル・ラ・セーヌ企画, 2010
内容： 不足しているさまざまな栄養素を、豊かに、充分に細胞に送り込むためにはどう
すればいいか。先人の知恵に立ち返り「灰汁抜き・下茹で不要」「砂糖・みりん不使用」
「いりこで味を調える」健康レシピが満載です。

タイトル： 一年中いつでもおいしいいろんな冷たいデザート
―イル・プルーのはじめてみよう 1・2・3―
著者： 椎名真知子, 深堀紀子著
出版： イル・プルー・シュル・ラ・セーヌ企画, 2008
内容： カスタードプリン、オレンジゼリー、アイスクリーム…。シンプルだけどおいしくて
冷たいお菓子のレシピを、おさえるべきポイントや注意点をわかりやすく表記し、写真
も交えて紹介する。
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タイトル： Lucy and the pop princess （Legends in their own lunchbox level 3）
著者： Paul Collins ; [illustrated by] Christian Bocquee
出版： Macmillan Publishers Australia, 2014
内容： ノープランの Rilery、記者の Kim、スーパーヒーローに変身する Noob、カンフーマ
スターの Lucy、シェフの Chez, スターを目指すステラが織りなす楽しいストーリー。オース
トラリアで小学生低学年を対象にしたリーダーズで、オリジナルのストーリーです。キャラク
ターの強さ、ポップなイラストで、より楽しくリーディングすることができます。また、地図や
図形が多く使われているので、辞書を使わず読むことに慣れることができます。

タイトル： Assist professor Toad （Get Real! level 2）
著者： Phil Kettle ; [illustrated by] Melissa Webb
出版： Macmillan Publishers Australia, 2011
内容： Harry と Jesse がタイムマシンを使って、様々な旅に出る。ページをめくるのが思わ
ず速くなる面白おかしいストーリー！豊富な巻末特典！著者の手法をまねる 「Let’ｓ Write」
「A Laugh a Minute !」ではストーリーに関するジョークも読むことが出来る。

タイトル： Emma （Macmillan readers 5, intermediate level）
著者： Jane Austen ; retold by Margaret Tarner
出版： Macmillan Heinemann ELT, 2005
内容：このジェーン・オースティンの最高傑作の一つは、趣味が男女の縁結びという裕福
で美しい少女の物語。友達も彼女自身も、エマには特別な才能があると信じていますが、
その縁結びは数々の失敗と不幸を引き起こします。そして他人の人生の世話をやくのに
忙しすぎて、エマは自分ではただの友達と思っている男性に対して募り始めた思いに気づ
くことができません。

※ タイトルの下に

が表示されていれば閲覧できます。

が表示されている時は

他の誰かが閲覧中です。しばらくお待ちください。
※ 上の 3 冊は当館で「リーダー」と呼んでいる多読用資料（文章をたくさん読むことで語学のレ
ベルアップをはかる資料）です。本学ではリーダーの eBook を 240 冊以上所蔵しています。
冊子体のリーダーも多数所蔵しており、図書館１F に並んでいます。

２．eBook へのアクセス方法
１でご紹介した 5 冊については、書影（本の表紙画像）下にある QR コードをスマートフォ
ンや携帯のバーコードリーダーで読み取り、アクセスして頂くことが可能です。
ただし、スマートフォン等でアクセスして頂くにはアカウント設定が必要です。詳しくは 3
でご説明いたします。
本学図書館が所蔵している全ての電子ブックを見る一番簡単な方法は…
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次のページ

＊＊＊

OPAC トップにある「電子ブック」からアクセス！ ＊＊＊

①

電子ブックをクリック

→ 「多読用資料」か「その他電子ブック」を選択。

②

リストから見たいタイトルをクリックすると、下のように詳細データが表示されます。

「電子ブックを表示」もし
くは「本文へのリンクにあ
る URL」をクリック！

３．自宅からも見られるようにするには
図書館内パソコンほか、学内のパソコンからアカウントを作成することで、学外（自宅やス
マホ）からもアクセスすることができます。手順は以下の通り。
①
②
③
④
⑤

※

Maruzen eBook Library のトップページにアクセスして画面右上の「アカウント」ボタンを
クリック。
認証 ID、名前を入力します。＊認証 ID は webmail のアドレス（＠toyoeiwa.ac.jp）を入力。
確認画面が開いたら、「登録」ボタンをクリック。
登録したメールアドレス宛てに確認メールが届きます。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。
認証パスワードを入力して「登録」ボタンをクリック。認証パスワードは webmail のパス
ワードとは連携していません。好きなパスワードを設定し、忘れないよう自分で管理して
下さい。
登録内容の変更方法など詳細は、Maruzen eBook Library のご利用案内を参照してください。

学外から eBook にアクセスする場合は、学内と同じように見たい eBook を表示した後、登録
した認証 ID と認証パスワードを入力し、
「認証する」ボタンをクリックしてください。
※

Net Library の eBook もマイライブラリにログインすることで学外から利用できます。
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ブクログ はじめました！！
ブクログとは、Web 上に本棚をつくれるサービスです。この度、東洋英和女学院大学図書館の本棚をつ
くり、英和の先生方が選んだ英和生に読んでほしい本の書影（本の表紙）を並べました。先生毎に違う棚
になっていておすすめのコメントも付いています。
夏休み中に読書をしたいけど、何を読めばいいかな？と迷っているかた！是非一度アクセスしてみてく
ださい！人生が変わるかもしれませんよ！
■ ブクログへのアクセス方法
図書館ホームページ、トップページの右下にあるブクログの画像の左下にあるお家のマークをクリック！
本学図書館の本棚が表示されます。左側のカテゴリにある先生の名前をクリックすると、その先生が推薦
された本が並び、本にマウスを合わせると、コメントや本の情報が表示されます。

:::＊:::＊:::＊:::＊:::＊:::＊:::＊:::＊:::＊:::＊:::＊::: :::＊:::＊:::＊:::＊:::＊:::＊:::＊:::＊:::＊:::＊:::

夏休みの貸出を開始します！
7 月 29 日（水）より、1 年生から 4 年生の夏休み長期貸出を開始します。返却期限日は後期授業が
開始した後の 9 月 25 日(金)ですので、返却期日を気にしないでゆっくり読書を楽しんでください。
昨年までは返却期限が休暇中にかからないように早めに設定していましたが、試験期に必要な人ができ
るだけ利用できるようにするため、今年から長期貸出は試験の初日から開始することに変更しました。
DVD などの AV 資料や、リザーブ図書、製本雑誌など長期貸出の対象にならない資料もあります。
また、大学院生、教職員、生涯学習センター受講生、卒業生の方は通常通りの貸出期間ですので、図
書館ウェブサイトの開館カレンダーを確認してご返却をお願いします。
+*ﾟ｡*｡ﾟ*+―+*ﾟ｡*｡ﾟ*+―+*ﾟ｡*｡ﾟ*+―+*ﾟ｡*―+*ﾟ｡*｡ﾟ*+―+*ﾟ｡*｡ﾟ*++*ﾟ｡*｡ﾟ*+―+*ﾟ｡*｡ﾟ*
夏休み中もぜひ、涼しい図書館へお越しください。有意義な夏休みを！
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（編集担当：青山）

