
鹿児島大学附属図書館

オンライン
学生選書ツアー
参加者大募集！

【学生選書ツアーとは】
学生の視点から図書館の蔵書を選定する企画で
す。オンラインにて以下の通り実施します。お気
軽にご参加ください！

【選書期間】
令和３年7月5日(月)～７月30日(金)

【選書方法】
試読が可能な以下の電子ブックプラットフォームの中から、PCやスマホ、

タブレット等で電子ブックの試し読みを行い、プラットフォーム内のリクエ
ストボタンよりリクエストをしてください。

電子ブックリストに掲載が無い図書については、書店HPを検索の上、メー
ルにてリクエストを行ってください。

・和書：KinoDen (https://kinoden.kinokuniya.co.jp/kagoshima-u/)
・洋書：ProQuest Ebook Central 

(https://ebookcentral.proquest.com/lib/kagoshima)
*学外からは学認からのログインで利用可

【募集定員】
10名程度（人数に達し次第締め切ります）

【応募方法】
実施要項を確認の上、用紙またはメールで申込ください。要項は図書館の

カウンターで配布しているほか、ホームページのニュース（ＱＲコード）に
も掲載しています。
【応募期間】

令和３年６月21日(月)～7月2日(金)17時
【問合せ先】

riyo@lib.kagoshima-u.ac.jp
099-285-7435



学生選書ツアー
期間 令和３年７月５日（月）～７月30日（金）

以下の電子ブックプラットフォームから提供されている電子ブッ
クについて、無料で試し読みができ、図書館へ購入のリクエスト
を送信することができます。

PCやスマホ、タブレット等で電子ブックを試し読みして図書館へ
備えてほしい図書を選び、期間内にリクエストボタンより購入リク
エストを送信してください。

和書：KinoDen 洋書：ProQuest Ebook Central
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/k
agoshima-u/

https://ebookcentral.proquest.co
m/lib/kagoshima

1. 学内ネットワークに接続したパソコンやスマートフォン等から上記
電子ブックプラットフォームのURLにアクセス
KinoDen ProQuest Ebook Central

学認でサインイン
をタップ

学認認証画面が表示
されるので、鹿児島
大学IDとPWを入力し

Loginをタップ

いつでも！

どこでも！



KinoDen ProQuest Ebook Central

学認認証画面が表示
されるので、鹿児島
大学IDとPWを入力し

Loginをタップ
サービスに送信され
る情報について、同
意方法を選択し、同

意をタップ

サービスに送信され
る情報について、同
意方法を選択し、同

意をタップ



KinoDen ProQuest Ebook Central

検索結果のタイトル
表示画面。

※「未所蔵を含める」
にチェックを入れる。
→現在鹿大で購入し
ていない電子書籍に
ついても表示する。

書籍検索画面が表示
される。キーワードを
入力して検索をタップ

2. 書籍検索画面で読みたい図書を検索

書籍検索画面が表示
される。キーワードを
入力して検索をタップ

キーワード検索のほか、「タイトル」「著者」「出版社」「シリーズ」などを
指定する詳細検索もできます。



KinoDen ProQuest Ebook Central

「未所蔵」の表示がある
ものは鹿大で購入してい
ない電子ブックです。無
料試し読みができます。

図書館へ購入リクエスト
を送信できます。

※冊子体や他の電子
ブックプラットフォームで
購入している可能性があ
ります。

表紙画像をタッ
プすると詳細
表示画面にな
ります。

検索結果のタイトル表示画面。

「試読できます」と表示のあるも
のは鹿大で購入していない電子
ブックです。
無料試し読みができます。

図書館へ購入リクエストを送信で
きます。

※冊子体や他の電子ブックプ
ラットフォームで購入している可
能性があります。



KinoDen ProQuest Ebook Central

「試し読み」より、無料
試し読みが
できます。

「購入をリクエ
スト」より、図書
館へ購入リク
エストを送信し
ます。

「オンラインで読む」よ
り、無料試し読みが
できます。

「購入をリクエスト」よ
り、図書館へ購入リク
エストを送信します。

3. 読みたい図書が見つかったら、詳細画面の「試し読み」、「オンライ
ンで読む」ボタンをクリックし、試し読みする(5分間可能)



KinoDen ProQuest Ebook Central

4. 図書館へ受け入れしてほしい図書の購入リクエストをする
「リクエスト」マークをクリックすると表示されるリクエストフォームに必
要事項を記入して送信してください



KinoDen ProQuest Ebook Central

KinoDen
リクエスト画面
必須記入事項

・学籍番号
・所属(学部名)
・氏名
・身分
・コメント：

「選書ツアーリクエスト」と記入
し、続けて以下について記入
してください。

・購入希望順位

・この図書を選んだ理由・この
図書についてのコメント（図書
を展示する際に掲示します）

ProQuest Ebook Central
リクエスト画面
必須記入事項

・氏名
・返信用メールアドレス
・確認用メールアドレス
・学籍番号
・身分
・メッセージ：

「選書ツアーリクエスト」と記入し、
続けて以下について記入してく
ださい。

・購入希望順位

・この図書を選んだ理由・この図
書についてのコメント（図書を展
示する際に掲示します）

記入後、リクエストボタンをタッ
プしてリクエスト完了です。

記入後、リクエストボタンをタッ
プしてリクエスト完了です。



電子ブックに無い図書については、書店のHPなどから図書の
情報を確認し、期間内にメールでリクエストを送信してください。

---------メールタイトル---------
選書ツアーリクエスト（氏名）
---------メール本文---------
・氏名
・学籍番号
・学部学科
・連絡先（E-mail）
------------------
・購入希望順位
・書名
・編著者名
・出版年
・発行所
・価格
・ISBN
・この図書を選んだ理由・この図書についてのコメント
（図書を展示する際に掲示します）

5. 電子ブックの中に無い図書については、メールでリクエストを送信
する

書店HP (例)
ジュンク堂書店

https://www.junkudo.co.jp/

紀伊國屋書店

https://www.kinokuniya.co.jp/

丸善

https://www.maruzenjunkudo.co.j
p/maruzen/top.html



• 1人あたりの選定の目安は1～2万円です。KinoDen、ProQuest 
Ebook Centralより選書する場合は4～8冊程度を目途に選定
し、希望順位を記入してリクエストしてください。

• 選定基準は以下のとおりです
■中央図書館、桜ヶ丘分館、水産学部分館に未所蔵の図書
■学習・研究、教養、レポート・論文作成、資格取得、就職活
動等に必要とする図書

■大学図書館として備えておくべき図書
※個人の趣味、娯楽の範疇と思われる図書、ベストセラー、
ライトノベル、個人で入手できる安価な文庫本等は、購
入できません。

• 購入対象図書は単行書です。雑誌は原則として購入できませ
ん。図書館所蔵の有無をブックマCatalogで確認し、所蔵のな
いものをリクエストしてください。

• リクエストされた図書は冊子体または電子ブックのどちらかの
形態で購入します。特に形態を指定して購入してほしい場合
は、その旨記入してください。ただし、全てが購入されるとは
限りませんのでご了承ください。

• 図書は冊子体については所属するキャンパスの図書館に配
架します。

その他、不明な点があれば職員へお尋ねください。

6. その他（注意・留意事項）
※必ずお読みください

図書館所蔵のチェック

ブックマCatalog (本学蔵書検索)
ISBNやタイトルで検索すると、図書館所蔵の有無
をチェックできます。
https://catalog.lib.kagoshima-u.ac.jp/opc/

【問い合わせ先】
中央図書館 利用サービス係
Tel: 099-285-7435
Mail: *@lib.kagoshima-u.ac.jp *をriyoに変えてください。



（学生用） 
令和３年度附属図書館 「学生選書ツアー」要領 

 
 
1 内容 

① 図書館に備え付けて欲しい図書の選定をオンラインで行う。 
② 選定した図書のコメント・ポップ作成や配架等の協力をする。 

 
2 方法 
①  選書期間内に以下の電子ブックプラットフォームにある電子ブックの中から試読を行い、

プラットフォーム内のリクエストボタンより必要事項を記入して図書館へ購入のリクエス

トを送信してください。電子ブックの中に無い図書については、メールにてリクエストを

送信してください。リクエストのコメント・メッセージ欄およびメールタイトル欄には「選

書ツアーリクエスト」と記載してください。 
・和書：KinoDen (https://kinoden.kinokuniya.co.jp/kagoshima-u/) 
・洋書：ProQuest Ebook Central  

(https://ebookcentral.proquest.com/lib/kagoshima) 
   *学外からは学認からログインして利用する。 
 

メールにてリクエストする場合は、氏名,学籍番号,学部学科,連絡先（E-mail）と書名,編
著者名,出版年,発行所,価格,ISBN,出版年を明記の上、選んだ理由や図書についてのコメン

トを記載してください。（コメントは図書を購入後、展示する際に掲示します） 
 

※購入対象図書は単行書です。中央図書館の所蔵の有無を確認してから、所蔵のないもの

をリクエストしてください。（ただしリクエストされた図書の全てが購入されるとは限りま

せんのでご了承ください。） 
※リクエストされた図書は電子ブックまたは冊子体のどちらかの形態で購入します。 

 
②  購入が決定した図書については、リクエストした理由などコメントをお願いする場合が

あります。 
     
     
3 留意事項  

①  1 人あたりの選定の目安は 1～2 万円です。電子書籍の場合は 4 冊程度を目途に選定

してください。 
② 雑誌は原則として購入できません 
③ 選定基準は以下のとおりです 

   ・中央図書館、桜ヶ丘分館、水産学部分館に未所蔵の図書 
   ・学習・研究、教養、レポート・論文作成、資格取得、就職活動等に必要とする図書 

・大学図書館として備えておくべき図書 



 ※個人の趣味、娯楽の範疇と思われる図書、ベストセラー、ライトノベル、個人で

入手できる安価な文庫本等は、購入できません 
    ④ 同じ図書を複数の人が選定する場合もありますが、選書後、重複は職員が確認します 

⑤ 図書は冊子体については所属するキャンパスの図書館に配架します 
 

その他、不明な点があれば遠慮なく職員へお尋ねください 
 
 
 
 
 

 


