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本学で契約する一部の電子ジャーナル等の電子リソースは、各自でアカウントを登録

することで、学外からでも利用（リモートアクセス）することができます。

なお、出版社により、登録方法が異なります。4P以降の手順をご参考ください。

大学のメールアドレスで認証し、

登録する
・【Elsevier】Science Direct・Scopus・・・4～6P

・ Springer Link・・・7P

・ Wiley Online Library・・・8P

・ Maruzen eBook Library ・・・9P

学内ネットワーク環境から

アカウントを登録する

・ Google Scholar CASA・・・10P

（ACS ，AAAS/Science，APS ， Elsevier，NEJM ，

OUP，Springer Nature，Taylor & Francis，

RUP ，RSC ，Wileyなど）

ログイン用ID・PWを図書館へ

申請する ※登録不要
・ Nature.com・・・11P

学内ネットワーク環境から

Googleアカウントでログインする
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利用できる電子リソース

※学外からでも登録可



3

◇リモートアクセスの利用対象者は京都薬科大学の職員・大学院生・

学生等に限ります。

◇ユーザー登録等を行う際は、大学より付与されたメールアドレスを

ご利用ください。フリーメール等を使用されている場合（在籍が確認でき

ない場合）は、管理者によりアカウントを削除されることがあります。

◇電子ジャーナル等のご利用にあたっては、「正しい利用のために」を必ず

ご一読ください。

登録に

あたって

◇リモートアクセスで利用できる電子ジャーナルは、本学契約タイトルのみです。

◇契約電子ジャーナルは「電子ジャーナル・電子ブックリスト」

http://sfx8.usaco.co.jp/kphu/az でご確認ください。

対象

コンテンツ

注意事項

https://www.kyoto-phu.ac.jp/library/journal.html
http://sfx8.usaco.co.jp/kphu/az


・リモートアクセス設定およびユーザー登録が必要です。※学外からでも設定できます。

・大学から付与されたメールアドレス（…＠××.kyoto-phu.ac.jp）を所有していることが

利用条件となります（ドメインによる認証が行われます）。

・リモートアクセスは180日で失効します。再度利用するには、同じ手順で手続きしてください。

・Science Direct, Scopusで利用するID／パスワードは共通です。

Elsevierの電子ジャーナルScience Direct(契約タイトルのみ／電子ブックも含む)と

データベース・Scopusを学外から利用できます。

https://www.sciencedirect.com/にアクセスし、

トップページ右上のSign inをクリック
1

2 Sign in via your institutionをクリック
※日本語表記の場合もあります

※ここには入力しない
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【Elsevier】

Science Direct

Scopus

電子ジャーナル

データベース

https://www.sciencedirect.com/


大学より付与されたメールアドレスを入力し、

Continueをクリック。
3

⇒認証されると、ELSEVIERよりメールが送信されます。

メールボックスを確認してください。

この過程で京都薬科大学の所属であることを認証します
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【Elsevier】

Science Direct

Scopus

電子ジャーナル

データベース

メールアドレスを入力



【Elsevier】

Science Direct

Scopus

電子ジャーナル

データベース

4 メールを確認し、記載されたURLをクリック

⇒リモートアクセス設定完了

登録完了後は、学外よりhttps://www.sciencedirect.com/

にアクセス⇒Sign inより登録したメールアドレスと

パスワードでログインすれば、契約コンテンツを利用できます。

クリックしない

コチラをクリック

ユーザー

登録画面

まだユーザー登録

していない場合

必要事項を入力し、「登録する」

をクリックすれば、完了です
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https://www.sciencedirect.com/


・学内ネットワークに接続された端末よりユーザー登録を行ってください。

※学内環境より登録できない方は、図書館までメールでご連絡ください。

・大学から付与されたメールアドレス（…＠××.kyoto-phu.ac.jp）で登録してください。

シュプリンガー・ネイチャー社が提供する電子ジャーナルSpringer LinkおよびPalgrave 

Macmillan Journalsに収録されたタイトルを利用できます。

https://link.springer.com にアクセスし、

トップページ右上のSign up/Log inをクリック

Springer 

Link

電子ジャーナル

1

※大学のメールアドレスで登録

‐

2
必要事項を入力し、Create account

をクリック

登録完了後は、学外よりhttps://link.springer.com

にアクセス⇒Sign up/Log inより登録したメールアドレスと

パスワードでログインすれば、契約コンテンツを利用できます。
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https://link.springer.com/
https://link.springer.com/


・学内ネットワークに接続された端末よりユーザー登録を行ってください。

・大学から付与されたメールアドレス（…＠××.kyoto-phu.ac.jp）で登録してください。

・リモートアクセスは60日で失効します。再度利用するには、同じ手順で手続きしてください。

Wiley社が提供する契約電子ジャーナル14タイトル（Angewandte Chemie International 

Editionなど）利用できます。

https://onlinelibrary.wiley.com/にアクセスし、

トップページ右上のLog in/Registerをクリック

Wiley 

Online 

Library

電子ジャーナル

1
2

NEW USERをクリック⇒必要事項を入力し、

Registerをクリック

登録完了後は、学外よりhttps://onlinelibrary.wiley.com/

にアクセス⇒Log in/Registerより登録したメールアドレスと

パスワードでログインすれば、契約コンテンツを利用できます。

詳しくは

http://www.wiley.c

o.jp/electronic/use

r.html を参照
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https://onlinelibrary.wiley.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.wiley.co.jp/electronic/user.html


・学内ネットワークに接続された端末よりユーザー登録を行ってください。

・大学から付与されたメールアドレス（…＠××.kyoto-phu.ac.jp）を所有していることが

利用条件となります（ドメインによる認証が行われます）。

・リモートアクセスは90日で失効します。再度利用するには、同じ手順で手続きしてください。

本学で契約している電子ブック23タイトル（ビジュアル薬剤師実務シリーズ、分子生物学

講義中継など）を利用できます。

https://elib.maruzen.co.jp にアクセスし、

トップページ右上のアカウントをクリック

Maruzen 

eBook 

Library

電子ブック

1

2 認証IDに大学より付与されたメールアドレス

と名前を入力し、利用規約に同意して次へ

をクリック

※大学のメールアドレスで登録

‐

次の画面でメールアドレスと名前が正しい

ことを確認し、登録をクリック

３ 登録したメールアドレス宛に届いたメールに記載

されたURLにアクセス（20分以内）

⇒パスワードを設定し、登録をクリック

登録完了後は、学外より

https://elib.maruzen.co.jpにアクセス⇒

登録した認証IDとパスワードを入力し、

「認証する」をクリックすると利用できます。

9

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


・学内ネットワーク環境に接続した端末から設定する必要があります。

・有効期間は30日(※出版社により異なる)です。

Google Scholarを使用することで、学外から大学で契約する一部の電子リソースにアクセス

できるようになります。

【対象出版社】

AAAS/Science， ACS(American Chemical Society)，APS(American Physical Society)，Elsevier，

Highwire，NEJM(The New England Journal of Medicine)，OUP(Oxford University Press)，

Springer Nature，Taylor & Francis，RUP(Rockefeller University Press) ，RSC(Royal Society of 

Chemistry) ，Wiley など

Google 

Scholar

CASA

電子ジャーナル
■利用方法： PDF ※学内ネットワークからのみ閲覧できます
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学外からGoogle Scholarで検索しても、

本文（PDFやHTML）が表示されない場合

・ペアリング設定がうまくできていない

・学内ネットワーク環境でGoogleアカウントに

ログインした日から30日以上経過している

再度、学内ネットワーク環境でGoogleアカウント

にログインし、文献検索を行って下さい。

http://musashi.kyoto-phu.ac.jp/library/2021google_Scholar.pdf


・本学構成員のみ利用できます。利用を希望される場合は、大学から付与された

メールアドレス(…＠××.kyoto-phu.ac.jp）より、図書館へメールで申請してください。

・本学を卒業、修了、退職された後は利用できません。

契約電子ジャーナル”Nature”,”Nature medicine”およびAcademic Journals on 

nature.comの38タイトルを利用できます。

■利用方法

Nature.comのジャーナルは所属機関専用のURLにアクセスし、パスワード(Magic Word)を

入力することで、学外からでも契約タイトルを利用できます。

■利用申請

下記の項目を図書館までメールでご連絡ください。

※必ず大学から付与されたメールアドレスより送信してください。

○件名：Nature.com リモートアクセス利用希望

○本文：氏名／所属／学籍番号

Nature.com

電子ジャーナル
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