
●電⼦リソースの利⽤範囲拡⼤について
      新型コロナウィルス感染症対策として、期間限定で⾃宅学習サポートのため電⼦ジャーナル・電⼦ブック・オンライン教材の利⽤について特別対応を取る出版社についてお知らせします。

出版社 提供内容 参照URL・アクセス⽅法 更新⽇

ACM(⽶国計算機学会)
⽶国計算機学会（ACM）、同学会刊⾏物の電⼦版を収録する“ACM Digital Library”を期間限定でオープンア
クセスに。

https://www.acm.org/articles/bulletins/2020/march/dl-access-during-
covid-19

2020/4/3

CAS(および化学情報協会)

【SciFinder(Academic)】
新型コロナウイルス感染拡⼤への対応の⼀環として，SciFinder の IP アドレス制限が⼀時的に撤廃される。
これにより，通常は学内ネットワークからのみ利⽤できる SciFinder を⾃宅や外出先からもアクセスができ
るようになる。アクセス数の上限はないが，これまでどおり，SciFinder への Login には Username (ID) と
パスワードが必要。
期間：2020年4⽉11⽇〜10⽉18⽇(期限延⻑)

＜新規ユーザー登録について、情報追加＞
新規ユーザー登録については，現時点でも IP アドレス制限は有効だが，学外からであっても Tulips-Warp 経
由で登録が可能。(希望者は図書館へお問合せください。問合せ先： voice@tulips.tsukuba.ac.jp）

https://scifinder-cas-org.ezproxy.tulips.tsukuba.ac.jp/scifinder
2020/4/9

2020/5/20
2020/6/10

Bloomsbury Fashion Central
Bloomsbury 社のデータベースを無償でトライアル可能。トライアルは登録制で、リモートアクセスも利⽤
可能になる。(※筑波⼤学登録済み。利⽤可）
期間：2020年5⽉31⽇まで。

https://www-bloomsburyfashioncentral-com.ezproxy.tulips.tsukuba.ac.jp/ 2020/5/20

BRILL 公衆衛⽣、危機研究、リモート学習等の関連書籍・雑誌記事を公開。 https://www2.brill.com/COVID-19_Collection 2020/4/3

Cambridge University Press
新型コロナウイルス感染症拡⼤に伴う学術機関⽀援強化として⾼等教育向け教科書700タイトルの無料公開等
を実施。過去の購⼊の有無にかかわらず、学術プラットフォームCambridge Core上でHTML形式により無料
で利⽤可能になっている。（2020年5⽉末まで）

https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks 2020/4/3

De Gruyter

冊⼦体購読機関にオンライン版を無償提供。
現時点では冊⼦体の印刷や配送の中⽌といった事態は起きておらず、その予定も無いが、希望する場合は申
し込みによりオンラインの利⽤が可能となる。(※筑波⼤学登録済み。利⽤可）
■オンライン提供期間：2020年末迄
■オンライン提供誌：(筑波⼤学の冊⼦体購読誌24誌)

https://www.degruyter.com/advancedsearch 2020/5/20

EBSCO
COVID-19 情報ポータルの公開（医療向け）。
DynaMed収録の「COVID-19」トピック 無料公開中。

https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus/ 2020/4/3

EBSCO
「新型コロナウィルス感染症関連リソースページ」⽇本語版を公開。
(Dynamic Health Skillsに収録された感染症予防に関するPDF、DynaMed編集チームによるブログ（翻訳）
などの情報をまとめたページを公開)

https://more.ebsco.com/dm-covid19-resourcecenter-1198858-lp.html 2020/4/3

EBSCO
対象出版社の EBSCO eBooks™（洋書/和書コンテンツ）を、期間限定で同時アクセス数1から無制限にアッ
プグレード。

https://twitter.com/EBSCOJapan/status/1242277953821532160?s=20 2020/4/3

EBSCO
学⽣・研究者に対する遠隔学習（リモートアクセス）⽀援などに関する情報共有・交換の場として、3/24
（⽶国東部時間基準）から6/2まで週1回のWebinarを実施。
（※全編英語）

https://more.ebsco.com/Global-Webinar-Series-EN-2020.html 2020/4/3

Elsevier

コロナウイルスに関する⽂献情報を集積し、無償で開⽰する事を⽬的として今年の 1 ⽉末に ”Novel
Coronavirus Information Center”を開設。
その Research セクションでは、Elsevier,NEJM, JAMA, BMJ などから出版された主要論⽂リストを掲載。ま
た、SSRNに掲載されているプレプリントの論⽂も閲覧可能。

■Novel Coronavirus Information Center
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center
■Reserch セクション
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center#journals

2020/4/3

Elsevier（Cell Press)  Cell Press Coronavirus Resource Hub にて、情報を無償公開。 https://www.cell.com/2019-nCOV 2020/4/3

1 / 4



出版社 提供内容 参照URL・アクセス⽅法 更新⽇

Elsevier(Lancet)
The Lancet COVID-19 Information Centreでは、Lancet関連各誌に掲載された論⽂をリストアップ。全⽂が
無償で閲覧可能。

https://www.thelancet.com/coronavirus/research 2020/4/3

Elsevier（ScienceDirect)

ScienceDirect：コロナウイルス関連の論⽂を無料公開。
ScienceDirectでは、以下の検索式を検索ボックス（keyword)に⼊⼒することで、その検索結果に表⽰される
⽂献をすべて無料公開。そのままアラートを設定することにより、新しい論⽂が出版されたら、すぐにその
内容を受信可能。
検索式："COVID-19" OR Coronavirus OR "Corona virus" OR "2019-nCoV" OR "SARS-CoV" OR "MERS-
CoV" OR “Severe Acute Respiratory Syndrome” OR “Middle East Respiratory Syndrome”

https://www.sciencedirect.com/search/advanced 2020/4/3

Elsevier(ScienceDirect)
ScienceDirect：リモートラーニング向けにテキストブックの無料提供。
オンライン環境での授業準備に利⽤可能。

■テキストブックリスト
https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/content/book-title-lists
■リストのリンク（エクセルファイル)
https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/sd-content/books/edutxt20.xlsx

2020/4/3

Elsevier(ScienceDirect)
ScienceDirect：コロナウイルス関連の論⽂をPubMed等に提供開始
Novel Corona Information Centerで提供している各種の情報を、PubMedCentralやWHO COIVDデータベー
スなどに提供を開始。

https://www.elsevier.com/about/press-releases/corporate/elsevier-gives-full-
access-to-its-content-on-its-covid-19-information-center-for-pubmed-central-and-
other-public-health-databases-to-accelerate-fight-against-coronavirus

2020/4/3

Emerald 新型コロナウイルスに関するコンテンツを無料で提供。
https://www.emeraldgrouppublishing.com/promo/coronavirus.htm?utm_sou
rce=smc_email_usage&utm_medium=email&utm_campaign=pim_Japan_re
mote_access_Hanwen%20_20200327_free

2020/4/3

F1000 Prime
F1000メンバーが、最近のCOVID-19の流⾏に関連する⽂献を評価し、この世界的な危機に対処するために最
も関連性の⾼い重要な研究を厳選し、COVID-19とコロナウイルスに関連する論⽂のすべての推奨内容を
F1000Primeで無償提供。

https://f1000.com/prime/covid-19/ 2020/4/3

IOP Publishing
COVID-19に関連する公開済み・今後公開予定の論⽂はテキストやデータのマイニング、再利⽤、⼆次分析を
可能にする権利とともに、危機の期間中、PubMed Centralですぐに利⽤可能になっている。またIOPサイト
からも関連論⽂の全⽂を⾃由に利⽤可能。

https://ioppublishing.org/news/coronavirus-articles-free-to-access-
content-from-iop-publishing/

2020/4/3

JoVE
JoVEのSTEM教育コンテンツである JoVE Science Education のすべての分野を、期間限定で登録制で公開。
(※筑波⼤学登録済み。リモートアクセス可能）
利⽤期間：2020年6⽉15⽇まで

https://www-jove-com.ezproxy.tulips.tsukuba.ac.jp/science-education-
library

2020/5/20

JSTOR 公衆衛⽣に関する26ジャーナルのコンテンツの無料開放。6⽉30⽇までを予定。 https://about.jstor.org/l/public-health/ 2020/4/3
Karger  新型コロナウイルス (COVID19)  の研究資料として、Topic Article Packageで49件の論⽂を特別無料公開。 https://bit.ly/karger_covid-19_tap 2020/4/3

LEX/DB インターネット
(株式会社TKC)

新型コロナウィルス感染症拡⼤防⽌のためオンライン授業等を⾏う⼤学に対し、従来許可していなかったリ
モートアクセス等による学外からの接続を、⼀定期間許可。
（※筑波⼤学申請済み。リモートアクセス可能。FireFox 以外のブラウザを使⽤のこと）
利⽤期間：2020年8⽉31⽇まで

（下記URLは学外からのみ利⽤可）
https://lex-lawlibrary-jp.ezproxy.tulips.tsukuba.ac.jp/lexbin/ACLogin.aspx

2020/6/3

Oxford University Press(オッ
クスフォード⼤学出版局）

新型コロナウィルス感染症（COVID-19 ）の影響を鑑み、COVID-19 関連のオンラインジャーナル記事およ
び電⼦書籍などのオンライン製品を無償提供。

https://academic.oup.com/journals/pages/coronavirus#d2fea8cc3e3080b2f011 2020/4/3
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Oxford University Press(オッ
クスフォード⼤学出版局）

Epigeum（エピジウム）の以下の2つのコース・プログラムについて2020年5⽉末まで無料アクセス提供。オ
ンライン授業をはじめて実施する教授や講師のサポートツールとして活⽤できる。
【コース・プログラム紹介】
■Teaching Online
Presents the fundamental principles of online pedagogy, guiding users through the “nuts and bolts” of
designing, delivering, and evaluating online courses for the first time. It also includes a stand-alone
course to support students in making the most of their online learning experience.
■Blended Learning
Explores the strategic and practical implications of integrating face-to-face and online methods in
teaching and learning, covering a range of models and approaches, and including advice on fostering a
blended learning culture.

https://www.epigeum.com/epigeum-insights/news/moving-to-online-teaching-in-
response-to-the-coronavirus-covid-19-free-access-to-epigeum-resources-that-
may-help/

2020/4/3

PierOnline プラットフォームPierOnlineにて新型コロナウイルスについての情報提供。 http://www.pieronline.jp/content/article/0386-3603/48020/321 2020/4/3

ProQuest Ebook Central
Ebook Centralを通じて同時アクセス数 1 または 3 で購⼊したタイトルを同時アクセス数無制限で利⽤可
能。
※提供期間：〜2020年6⽉19⽇

https://internationalnews.proquest.com/blog/allnews/proquest-ebook-
central%E3%81%94%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%82%BF%E3%82%A4%E3
%83%88%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E
3%82%B9%E6%95%B0%E6%8B%A1%E5%A4%A7%E3%81%AE%E3%81%94%
E6%A1%88%E5%86%85/

2020/4/3

Science(AAAS)
Science および姉妹誌のCOVID-19 ・コロナウイルスに関する研究、分析、無料公開。
Coronavirus: Research, Commentary, and News

https://www.sciencemag.org/coronavirus-research-commentary-and-
news?intcmp=ghd_cov

2020/4/3

Taylor & Francis COVID-19に関するコンテンツ（ジャーナル論⽂、書籍チャプター）は全てフリーアクセスで利⽤可能。 https://taylorandfrancis.com/coronavirus/ 2020/4/3

Taylor & Francis
COVID-19問題により関連性の⾼いジャーナル論⽂を分野別にフィーチャーしたリストを作成し、随時更新。
全てフリーアクセス。

https://newsroom.taylorandfrancisgroup.com/coronavirus-reading-list/ 2020/4/3

Thieme COVID-19関連コンテンツを無償提供。
https://www.thieme.com/for-media/press-releases/1723-coronavirus-thieme-
provides-freely-specialist-information-on-respiratory-viruses

2020/4/3

Wiley
Wiley Online LibraryのCOVID-19関連ページ:このページに掲載されている最新の論⽂に加え、5,000を超える
COVID-19関連の論⽂を無料提供。

https://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com/ 2020/4/3

Wiley
Cochrane LibraryのCOVID-19関連ページ：COVID-19に関するコクランレヴューの⼆つの特別コレクション
に無料でアクセスが可能です。
①Coronavirus (COVID-19): evidence relevant to critical care（重症管理に役⽴つエビデンス）

https://www.cochrane.org/news/special-collection-coronavirus-covid-19-
evidence-relevant-critical-care

2020/4/3

Wiley
Cochrane LibraryのCOVID-19関連ページ：COVID-19に関するコクランレヴューの⼆つの特別コレクション
に無料でアクセスが可能です。
②Coronavirus (COVID-19): infection control and prevention measures（感染管理と予防⽅法）

https://www.cochrane.org/special-collection-coronavirus-covid-19-infection-
control-and-prevention-measures

2020/4/3

朝⽇新聞社(聞蔵II)

新型コロナウイルス感染拡⼤に伴い、学外でのデータベース利⽤の必要性が⾼まっていることから、現在契
約中の聞蔵Ⅱのアクセスを⼀時的に拡⼤。
■同時アクセス数：現⾏の契約アクセス数３ プラス50
■利⽤期間：2020年６⽉末

https://www-tulips-tsukuba-ac-
jp.ezproxy.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/dbinfo/kikuzo-button-r

2020/5/20

医学書院 「今⽇の治療指針 オンライン診療の⼿引き」を2020年6⽉末まで無料で開放。 http://www.igaku-shoin.co.jp/misc/notice_telem-free_200330.html 2020/4/3
医⻭薬出版 COVID-19に関連するSARSとMARSの⽇本語論⽂を無償公開。 https://www.ishiyaku.co.jp/pickup/20200225_info_01.aspx 2020/4/3

医中誌Web
同時アクセス制限9ユーザー・リモートアクセスなしの契約を、同時アクセス数無制限、リモートアクセスあ
りに変更。
■期間：2021年3⽉31⽇まで。

   https://login-jamas-or-jp.ezproxy.tulips.tsukuba.ac.jp/ 2020/5/20
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紀伊國屋書店
COVID-19関連について無料公開されている海外⽂献等の情報を集約し、情報サイト『教育と研究の未来
（https://mirai.kinokuniya.co.jp/）』より発信。
またCOVID-19関連で変更された国内の学会の開催状況についても情報提供。

https://mirai.kinokuniya.co.jp/2020/02/9235/ 2020/4/3

サンメディア
「サンメディアNews : 新型コロナウイルス(COVID-19)に関する論⽂情報等のご案内」：各出版社の案内を
まとめたページを発信。

https://www.sunmedia.co.jp/modules/bulletin0/article.php?storyid=309 2020/4/3

シュプリンガー・ネイチャー
ジャーナルや書籍からの関連研究へのリンク、および新型コロナウイルスに関する解説をまとめている。全
体で12,000を超えるジャーナルおよび書籍のコンテンツが無料でアクセス可能。

https://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/coronavirus 2020/4/3

シュプリンガー・ネイチャー
パンデミックとその進展に関する世界的な専⾨家からポッドキャストを配信。
Nature Briefing（科学ニュース、意⾒、分析の重要なまとめ情報を平⽇に毎⽇無料で届ける電⼦ニュースレ
ター）において最新の研究情報を提供。

■Nature
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00598-0
■Scientific American
https://www.scientificamerican.com/podcast/episode/coronavirus-hot-
zone-the-view-from-the-u-s-epicenter/
■Nature Briefing
https://www.nature.com/briefing/signup/
■Coronapod
https://www.nature.com/nature/articles?type=nature-podcast

2020/4/3

ネットアドバンス
ジャパンナレッジLib および JKBooksの同時アクセス数を、期間限定で50まで拡⼤して提供。
■利⽤期間：2020年4⽉4⽇(⼟)〜7⽉31⽇(⾦)

https://japanknowledge.com/library/ 2020/5/20

丸善雄松堂
外国雑誌・洋書eBook・データベース 新型コロナウイルス感染症拡⼤に伴う無償公開に関する情報を集約
し、リンク集として案内。

https://kw.maruzen.co.jp/ln/covid19_info.html 2020/5/20

メディカ出版 新型コロナウイルスに対する情報を含む、時事的重要情報の提供 https://www.medica.co.jp/m/infectioncontrol/news/list/10008225 2020/4/3

ユサコ 各出版機関の対応情報をまとめて、弊社のニュースレター「ユサコニュース」とホームページで案内。

■ユサコニュース2⽉号
新型コロナウイルス：各出版社の関連サイト情報（その1）
https://www.usaco.co.jp/u_news/detail.html?itemid=1174&dispmid=605#un01
■ユサコニュース3⽉号
新型コロナウイルス：各出版社の関連サイト情報（その2）
https://www.usaco.co.jp/u_news/detail.html?itemid=1189&dispmid=605#un01

2020/4/3

ライフサイエンス出版 コロナウイルス・肺炎・呼吸器感染症の関連ページを無料公開。 http://www.lifescience.co.jp/contents/index_SP20200312.html 2020/4/3

皓星社

新型コロナウイルス感染症の影響で、休館等により図書館を利⽤できない学⽣・研究者・⽂筆業の皆様の学
習と研究を⽀援するため、「雑誌記事索引データベース ざっさくプラス」を無償公開。また連携する「20
世紀メディア情報データベース」につきましても、運営のNPOインテリジェンス研究所・⼭本武利代表のご
厚意を賜り連携機能を開放。
利⽤期間：2020年6⽉10⽇まで

http://www.libro-koseisha.co.jp/
2020/4/3
2020/6/3
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