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11 月は暖かい日が続いていましたが、12 月に入って急に冬景色となり

ましたね。 

これから冬季休業となりますが、冬季休業中は図書館の利用が変更と

なります。 

また、館内は試験勉強の学生さんが増え、セミナー室の利用が増えて

いますが、セミナー室の他にもグループ学習のためのスペースがリニュ

ーアルしましたので、ぜひご利用ください。 

そして、前回ご紹介した電子ブックの利用が増えました！重い教科書や

参考書を持ち歩かなくても、図書館やご自分の PC で閲覧できるんです

よ。詳しくはこのメールマガジンを読んでくださいね。 
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１．冬季休業中の図書館の利用について 

 

冬季休業中、図書館の開館時間、資料の長期特別貸出（学部学生と 

大学院生対象）、文献複写依頼申込みについて変更があります。 

ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

（１）図書館開館時間変更  

（平成 30年 12月 17日から平成 31年 1月 4日までの日程） 

■ 12月 17日（月） ～ 12月 27日（木) 

通常開館時間  9：00 ～ 17：00 

特別開館時間 17：15 ～ 翌日 9：00 

 

■土日祝日 

通常開館時間  変更はありません 

特別開館時間  9：00 ～ 翌日 9：00 （24時間） 

 

■12月 28日(金) 

通常開館時間  9：00 ～ 17：00 

特別開館時間  休館（年末年始休業準備） 



 

 

■12月 29日（土） ～ 1月 3日（木） 

通常開館時間、特別開館時間ともに休館 

 

■平成 31年 1月 4日（金）より通常どおり 

通常開館時間  9：00 ～ 20：00 

特別開館時間 20：15 ～ 翌日 9：00 

 

→ HPの案内はこちらになります。 

<https://infonavi.sapmed.ac.jp/jpn/news/2786/>  

 

（２）【学部学生、大学院生対象】 図書館資料の長期貸出について延滞

資料がある場合は、長期特別貸出の手続きが出来ませんのでご注意く

ださい。 

 

 ■対象資料 

   一般図書 (製本雑誌は対象外で、特別貸出も不可) 

 ■貸出冊数 

   6冊以内 (学部学生) 

 ■対象者 

    学部学生、大学院生 

 ■貸出受付日 

     平成 30年 12月 10日（月） 

 ■返却期限 

     平成 31年 1月 15日（火） 

   ※貸出資料は、必ず期限内に返却されるようお願いします。 

 

（３）文献複写学外依頼サービスの休止 

  国立情報学研究所の年末年始のサービス停止に伴い、下記の日時

において文献複写依頼サービスを休止します。 

  また、年内に複写文献の入手をご希望される場合は、平成 30 年 12

月 17 日(月）17:00 までお申込み頂いた分までをお渡しできる目途とさせ

ていただきます。 

 

 ■文献複写依頼サービス休止期間 

  平成 30年 12月 21日（金）17時～平成 31年 1月 4日（金）9時まで 

  （国立情報学研究所の情報公開遅延により、休止期間が変更する場

合があります） 

 

 

 



 

 ■文献申込受付及び文献引渡し期間について（目安） 

  ・申込： 12月 17日（月）まで → 年内引渡し 

  ・申込： 12月 18日（火）～12月 21日（木）17：00まで → 申込から 

約 3週間程度 

  ・申込： 1月 4日（金）～ 1月 10日（木） → 申込から約 2週間程 

        度 

  ・申込： 1月 11日（金）以降 → 通常通り 

 

→ HP案内はこちらになります。 

<https://infonavi.sapmed.ac.jp/jpn/news/3576/> 

 

------------------------------------------------------------ 

 

２． 図書館 2階 AVルームのリニューアルと視聴覚資料について 

 

（１）リニューアルで、よりグループ学習しやすい環境に。 

 

図書館では、9月より 2階 AVルームを学習支援グループ学習スペース

の提供を行っておりました。 

この度、よりグループ学習が行いやすいよう、個人学習スペースと分離

し、独立したスペースとなりました。 

このグループ学習スペースは、大型モニタで DVD、Web 資料等の視聴

覚メディアを利用したグループ学習、大型スクリーンとプロジェクタを使っ

てのプレゼン練習もできます。 

自然光も入り、明るく開放的となっておりますので、グループ学習を行い

たい方は、ぜひご利用ください。 

グループ学習として複数人でご利用の場合は、手続きが必要となります。 

 

ご利用方法はこちらをご覧ください。 

<https://infonavi.sapmed.ac.jp/jpn/news/3568/> 

 

（２）AVルームの視聴覚資料が移動しました。 

 

AV ルームのリニューアルで、視聴覚資料が２階情報検索コーナーへと

移動しました。 

キャビネットは、鍵がかかっていますので資料をご覧になりたい場合は、

カウンターにお声がけください。貸出手続きには学生証か利用者 IDカー

ドが必要です。 

利用時間は、9：00 ～ 19：30 となっております。 

 

------------------------------------------------------------ 



 

３． お知らせ！ 2019年購読中止の電子ジャーナルタイトルについて 

 

ご利用いただいている電子ジャーナルについて、2019年 1月より購読中

止となるタイトルがあります。 

皆様にはご不便おかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いい

たします。 

なお、中止タイトルについても過去データは引き続き閲覧可能なタイトル

もございます。 

詳細が確定次第、改めて当センターHP でお知らせいたしますので、ご

利用に際してはご注意ください。 

 

■提供中止タイトル一覧 【雑誌名（出版社）】 

１．Liver International （Wiley）  

２．Epidemiology and infection （Cambridge Univ Press） 

３．CMAJ:Canadian Medical Association Journal （Canad Med Asso）  

４．Journal of family practicr （J of family practic） 

５．British journal of general practice （Royal College General） 

６．Brain & development （Elsevier）  

７．Advances in nursing science （Lippincott） 

８．Journal of pediatric hematology/oncology （Lippincott）  

９．Pancreas （Lippincott） 

10．European Journal of Gastroenterology & Hepatology （Lippincott） 

11．Cancer Gene Therapy （Nature） 

 

→ 電子ジャーナルの検索はこちらから。 

<http://hokuto.cc.sapmed.ac.jp/sfx_local/az/default> 

 

------------------------------------------------------------ 

 

４．【電子ブックランキング】 「内科学書」シリーズ、利用回数急上昇◎ 

 

メールマガジン第 1号で紹介した「内科学書」（中山書店）シリーズのタイ

トルが、利用回数急上昇！ 

電子ブックには、「持ち歩きは大変だけど、近くにあると便利」な資料がこ

の他にもあります。 

シラバスに掲載されている資料についても、多数読むことができます。 

例： コンピュータ概論 情報システム入門 <第 7版> （共立出版） 

テキスト臨床死生学 （勁草書房） 

よくわかる卒論の書き方 （ミネルヴァ書房） など 

 

ぜひ、情報センター蔵書検索 web OPACより検索してみてください。 

http://hokuto.cc.sapmed.ac.jp:9003/sfx_local/az/


<http://hamanasu.cc.sapmed.ac.jp/mylimedio/search/search.do> 

 

+電子ブック 2018年 10～11月 利用トップ 10（丸善 ebook Library）+ 

１．内科學 合本 <第 10版> (ISBN: 9784254322606) 

２．内科学書 第 4巻 消化管・腹膜疾患 肝・胆道・膵疾患 <改訂第 8

版> (ISBN: 9784521737751) 

３．病理組織の見方と鑑別診断 <第 5版> (ISBN: 9784263200735) 

３．内科学書 第 6巻 血液・造血器疾患 神経疾患 <改訂第 8版> 

(ISBN: 9784521737751) 

５．内科学書 第 3巻 循環器疾患 腎・尿路疾患 <改訂第 8版> 

(ISBN: 9784521737751) 

６．内科学書 第 2巻 感染性疾患 膠原病, リウマチ性疾患 アレルギ

ー性疾患、免疫不全症 呼吸器疾患 <改訂第 8版> (ISBN: 

9784521737751) 

６．内科学書 第 5巻 内分泌疾患 代謝・栄養疾患 <改訂第 8版> 

(ISBN: 9784521737751) 

８．新解剖学 新装版 <第 6版>（Qシリーズ） (ISBN: 9784784911738) 

８．内科学書 第 1巻 内科学総論 臨床症状 <改訂第 8版>  

(ISBN: 9784521737751) 

９．レジデントのためのやさしイイ胸部画像教室 ベストティーチャーに教

わる胸部 X線の読み方 (ISBN: 9784784944200) 

10．放射線科医のものの見方・考え方 画像を論理的・病態生理学的に

理解したい学生/技師/研修医/医師のために <改訂増補版> (ISBN: 

9784860034269) 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

丸善 ebook Library 以外にも下記の電子ブックを提供しています。 

アクセスの際は、学内 LAN、学内 WiFi、リモートアクセスよりご利用くだ

さい。 

・メディカルオンライン・イーブックス・ライブラリー（株式会社メテオ） 

・ProQuest Ebook Central 

・Doody’s Core Titles in the Health Sciences 

・LWW社 Oncology Book Collection 

→ ご紹介した電子ブックは、こちらからアクセスしてください。 

<https://infonavi.sapmed.ac.jp/jpn/content/dictionary/578/> 

 

------------------------------------------------------------ 

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます！ 

このメールマガジンについては、下記よりお問い合わせください。 

札幌医科大学 附属総合情報センター 利用サービス 

内線： 24170、24180 

Email： libserv [アット] sapmed.ac.jp  [アット]は@に置き換えてください。 

情報センターHP： https://infonavi.sapmed.ac.jp/jpn/ 


