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１．データベースとは？



１．データベースとは？

データベースとは・・・？

「それぞれの目的のために利用しやすいように，

ある法則にもとづいて集められた大量のデータ」
"データベース", デジタル化学辞典(第2版), JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , 

(参照 2020-03-05)

☆レポート・論文を書くときに調べる資料

図書 雑誌

新聞

オンライン

CD-ROM
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１．データベースとは？

図書館資料

信頼できる情報

Google・Yahoo！など

・大学で契約しているＤＢ
・目的に合ったDB

インターネット上の情報

蔵書検索
（OPAC）
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２．データベース紹介

愛知県立大学 長久手キャンパス図書館HP
https://www.aichi-pu.ac.jp/library/

主要データベースリスト
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https://www.aichi-pu.ac.jp/library/


２．データベース紹介

(1)雑誌記事・論文データベース



【国内】 CiNii (URL: https://ci.nii.ac.jp/) 

国立情報学研究所（NII）が
提供する学術情報データ
ベース。
【CiNii Articles】

日本国内の
学術雑誌・研究紀要に
掲載された
論文を検索できる。

【CiNii Books】

大学図書館等が所蔵する
図書・雑誌

を検索できる。

【CiNii  Dissertations】
博士論文
を検索できる。

CiNii Articlesで
論文を探す!

左上のタブで切り替え
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・本文へのリンク
・掲載誌の所蔵
を確認！

県大図書館に
所蔵がない！

CiNii Booksで
他大学の所蔵を
確認！

https://ci.nii.ac.jp/


OPACアイコンが緑色の
場合は、それぞれの大学
図書館のOPACにリンク
している。

【機関リポジトリ】 ・・・ ＜本文閲覧可＞
【DOI・J-STAGE】など・・連携サービスへのリンク

（本文閲覧できる場合あり）
【OPAC】 ・・・・本学の所蔵を確認
【全文情報(SFX)】・・電子ジャーナル・OPAC・

CiNii Books を同時に確認

【CiNii Books】
論文掲載紙の所蔵を全国
の大学・研究機関を対象
に確認できる
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雑誌名巻(号), 掲載ページ, 出版年月

検索結果一覧画面 詳細表示画面



【国内】大宅壮一文庫 雑誌記事索引検索 Web版

▼雑誌専門図書館
「大宅壮一文庫」に
よる、雑誌記事索引
データベース。

明治時代から最新
まで539万件の雑誌
記事索引を収録。

▼CiNiiではカバーし

きれない大衆誌を中
心に収録しているの
が特徴。

▼週刊誌、総合誌、
女性誌など“やわら
かい”雑誌の記事を
探すならこちらを。

(URL: https://www.aichi-pu.ac.jp/library/db.html#oya 
）

学内
限定
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ログアウト

1987年以前の記事は
「目録検索」タブに
切りかえて検索。

本文は見られないので、
掲載情報をもとに冊子体を探す。

https://www.aichi-pu.ac.jp/library/db.html#oya


【外国語文献】 EBSCOhost 

▼EBSCO社が提供

する、海外雑誌論文を
中心とした学術情報
データベース。

▼複数のDBを同時に
あるいは個別に検索
できる。

▼一部の論文は、
本文や抄録を閲覧・
印刷可。

Academic 
Search Elite

幅広い学術分野を包
括的に網羅する論文
記事情報データベー
ス。人文、社会、自然
科学、医療、デザイン、

コピュータ等

MLA 
International 
Bibliography

言語学、文学に
関する雑誌論文、
書籍、学位論文
のデータベース。
英語以外の言語
も検索できる。

ERIC

アメリカ教育省・
国立教育学図
書館による教育
学の基本的な
データベース。

PsycINFO

キーワードを英語(など)で入力。
※デフォルトでは、キーワード
ごとに検索ボックスを分ける必要
がある。

一度に検索できる（※個別選択も可）

「入力した語順どおりに検索」になっているので、
スペースをつかってAND検索をしたい場合は、
必要に応じてチェックを入れる。

(URL: 図書館HPにリンクhttps://www.aichi-pu.ac.jp/library/db.html#eb）

行動科学および精
神衛生の分野にお
ける査読論文を専
門とする最大の
データベース。

学外
申請

学内
限定
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【HTML 全文】アイコン
【PDF 全文】アイコン
【Full Text from ERIC】リンク

→本文全文を閲覧可

【図書館の所蔵を確認する】
県大図書館で所蔵しているか確認できる。

【CiNii Booksで大学図書館の所蔵を探す】
CiNii Booksにリンクして他大学の所蔵を
確認できる。

【SFXで全文情報を確認する】
SFXメニューで、県大図書館の
電子ジャーナルを確認できる。

【検索結果】



【海外】Cambridge Core
(URL: https://www.cambridge.org/core）

学内
限定

学外
申請

検索結果に
PDFやHTML等
のアイコンがあ
れば本文を閲覧
できる。

《Cambridge Core》
▼ケンブリッジ大学出版局が刊
行する学術雑誌や電子ブックを
収録したデータベース。

検索結果から主題や発行時期による
絞り込みも可能。

キーワードを英語(など)で入力して検索。
※「only search content I have access to」

にチェックを入れると、アクセス権のあるも
ののみが表示される。

※主題別に検索したい場合は、
「browse by subject」から。

15

https://www.cambridge.org/core


【全文情報】SFX(電子ジャーナル管理ツール)
(URL： https://sfx10.usaco.co.jp/apu/az/）

▼必要な文献をスムーズに入手できるよう、データベースやフルテキストリンク等へ誘導するシステムです。

▼電子ジャーナルを検索する際に、役立ちます。

▼ベーシックサービスでは、本学の電子ジャーナル、その他契約データベース、冊子体の所蔵（本学OPAC、
他大学の所蔵）を一度に検索することができます。
▼アドバンスサービスでは、Web上で無料公開されているフルテキストを探すことも出来ます。

①電子ジャーナルリストから探す ②データベース(CiNii,EBSCO等）の
SFXボタンをクリックする

本学の電子ジャーナルや無料
のフルテキスト情報が見つ
かった場合、リンクが表示さ
れる。

アドバンスサービスに切
り替えると、Web上で無
料公開されているフルテ
キストが検索できる。

16

https://sfx10.usaco.co.jp/apu/az/


２．データベース紹介

(2)辞書・新聞データベース



【辞典】 JapanKnowledge Lib 

百科事典・辞書・叢書などを集積したデータベー
ス。
♦日本大百科全書(ニッポニカ)  ♦字通
♦日本国語大辞典 ♦国史大辞典
♦日本歴史地名大系 ♦東洋文庫
♦週刊エコノミスト ♦会社四季報
♦日本人名大辞典 ♦ランダムハウス英和大辞典
♦ポケットプログレッシブ独和・和独/仏和・和仏/伊和・
和伊辞典 など

【Knowledge Searcher】
詳細画面で、画面右上の
「Knowledge Searcher」を
クリック。分からない語句を
選択して反転させると、自動
的にその語句を検索してリン
ク表示させる。

【引用元挿入機能】
必要部分をコピーしてWord
などに貼り付けると、自動的
に引用情報が記載される。
(IEのみ対応)

(URL: http://www.aichi-pu.ac.jp/library/db.html#j ）

学内
限定
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ログアウト

http://www.aichi-pu.ac.jp/library/db.html#j


【新聞】 Factiva.com 

▼世界各国のニュースや企業情報を提供する
データベース。新聞3,000紙以上、雑誌4,200誌以上
を抄録・フルテキストで提供。

▼日本語、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、
スペイン語、ロシア語など28言語のコンテンツを収録。

▼毎日新聞、産経新聞、読売新聞、中日新聞など
国内の主要新聞から地方紙、
またThe Wall Street Journal, The Times,

Le Figaro, Die Zeit, ABCなど、各国の主要新聞も幅
広く収録。

♦AND検索→
【［キーワード①］＋”and”＋［キーワード②］】
♦OR検索 → 
【［キーワード①］＋”or”＋［キーワード②］】
☆ひとつ目のキーワードを入力してスペースを空ける

と検索オプションを選択するように表示される。
あるいは直接文字入力する。

○○○ ａｎｄ △△△

(URL: http://www.aichi-pu.ac.jp/library/db.html#factiva ）
学内
限定

使用後は右端の

歯車マークを
クリックして開き、
ログアウトする。

◆掲載紙の絞り込みは
「情報ソース ▶」から

指定するとよい。
（キーワード検索では

演算子が必要）
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ログアウト

http://www.aichi-pu.ac.jp/library/db.html#factiva


【新聞】 聞蔵Ⅱ(朝日新聞オンライン記事データベース）

▼朝日新聞オンライン
記事データベース。

▼明治12年創刊～現在

まで、キーワード等で検
索できる。地域面も収録
（愛知は1994年～）。

▼朝日新聞以外にも、
以下のコンテンツを収録。
『AERA』（1988年5月-）

『週刊朝日』（2000年4月～、
ニュース面のみ）

『知恵蔵』（毎年春に更新）
『人物データベース』（各界
有識者を収録）

『歴史写真アーカイブ』
（満州事変の前後から敗戦まで
の写真を1万枚収録）

『アサヒグラフ』(1923-1956）
【ハサミアイコン】

PDFで紙面イメージを
ダウンロード可能。
無ければテキストのみ。

【1879-1999年代】
縮刷版をPDF化している
ため、見出しとキーワード
のみ検索対象。

(URL: https://www.aichi-pu.ac.jp/library/db.html#kikuzo ）
学内
限定

and 検索をしたいときは、
ひとつ目のキー ワードを入
力してから「AND」をク
リックして、次のキーワー
ドを入力。orやnotも同様。
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検
索

ログアウト

https://www.aichi-pu.ac.jp/library/db.html#kikuzo


２．データベース紹介

(3)専門別データベース



【英語】 WorldCat (URL: https://www.worldcat.org/ ）

オープンアクセスのものだけに
絞り込むこともできる。

詳細画面の「オンラインで入手」欄に
提供元サイトへのリンクがある。

22

◆ WorldCat

▼OCLC（Online Computer 

Library Center）による、
世界最大の書誌・所蔵
データベース。

▼世界の10,000を超える
加盟館の蔵書を検索可。

国内に所蔵がない洋書
を探す際に有効。

▼図書・雑誌・楽譜・地図・
録音資料・視聴覚資料・
に加え、雑誌記事/論文も
検索できる。

https://www.worldcat.org/


【英語】 ScienceDirect (URL: https://www.sciencedirect.com/）
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キーワード・著者・雑誌名などで検索

発行年やArticle typeなどで絞り込み。
Access Typeを、
「Open access」「Open archive」に
すると、無料公開されているものだけに。

「Download PDF」とあれば、全文閲覧可。

◆ScienceDirect

▼世界最大規模の学術出版社
「エルゼビア」が提供する、
フルテキストデータベース。
同社が発行している、
3,800誌以上の電子ジャーナル、
40,000以上の電子ブックを収録。

▼県大で契約している、
「Nursing and Health Professions」
（看護学・保健医療）パッケージの
約100誌が全文閲覧可。

▼約140万件の文献が、無料公開
されている。

https://www.sciencedirect.com/


【英語】 JSTOR (URL: https://www.jstor.org ）

◆ JSTOR

▼非営利団体が運営する電子図書館。

▼学術雑誌のバックナンバーを中心に、
７５分野、１,２００万件を越える、
学術論文や書籍を提供している。

▼アカウント登録（無料）をすると、
一部の有料論文を閲覧することが
できる。（制限あり）

制限①：読むことができる論文は
１ヶ月（ 30日ごと）に６つまで。

制限②： 最初の論文の閲覧から
30日経過するとリセットされる。

制限③： 閲覧するだけで、
印刷・ダウンロードはできない。

24

アカウント登録後、
ログインして利用する。

詳細画面で「Read Online」
と表示されているものが、
登録すると閲覧できるもの。

https://www.jstor.org/


【フランス】 Persée (URL: http://www.persee.fr）

◆ Persée

▼国民教育高等研
究省の支援のもと、
リヨン大学、フランス
国立科学研究セン

ター、リヨン高等師範
学校が運営する、人
文社会科学系の学
術論文を検索できる
ポータルサイト。

▼1840年の貴重な

資料から、現在公刊
されている新しいも
のまで、300以上の
コレクション、70万点

の記事・論文をフル
テキストで無料公開
している。

①キーワードを入
力して検索

③条件(言語、発行年等)で絞り込む

②検索結果が
表示される

25

https://www.persee.fr/


【フランス】 Cairn.info (URL: https://www.cairn.info）

◆ Cairn.info

▼フランスの複
数の出版社や国
立図書館が運営
する人文社会科
学系仏語雑誌の
記事・論文検索
ポータルサイト。

▼一定期間を経
たものは、記事
や論文が無料・
フルテキストで
入手可能。

26

https://www.cairn.info/


【フランス】 Gallica (URL: https://gallica.bnf.fr/）

検索結果を主題や年代
で絞り込みも出来る。
タイトルをクリックす
ると本文のイメージが
見られる。ダウンロー
ドも一部可能。

キーワードを入力

プルダウンして検索
対象を選ぶ

詳細検索画面
に切り替え

◆ Gallica

▼フランス国立図書館
（BNF）の電子図書館。
所蔵資料のうち、電子化
された資料約300万点の
閲覧が可能。内容は、中
世から２０世紀初頭まで
の文学作品から百科事典、
遂次刊行物、写真、イラ
スト、録音資料、地図等
に及ぶ。

27

https://gallica.bnf.fr/


【スペイン・ラテンアメリカ】 Dialnet 
(URL: https://dialnet.unirioja.es/）

◆ Dialnet

▼スペインおよびラテン
アメリカの大学が共同で
提供する人文・社会科学
分野を中心としたスペイ
ン語文献データベース。

▼抄録のほか、一部につ
いては本文も無料で閲覧
可。

キーワードを入力
して検索。

検索結果を絞り込む
ことが出来る。

Texto completoとい
うリンクが有れば本
文が見られる。

28

発行年順で並び替
えが出来る。

https://dialnet.unirioja.es/


【スペイン・ラテンアメリカ】HLAS Online Home Page（Library of Congress）

(URL: http://lcweb2.loc.gov/hlas/mdbquery.html）

◆ HLAS Online 

▼アメリカ議会図書
館作成のラテンアメ
リカ研究文献索引
（人文・社会科学）
を検索できるデータ
ベース。

▼収録範囲は、1936
年以降、現在まで。
英語、スペイン語、
ポルトガル語文献で
大半を占める。

☆アクセント符号付
き文字や ñ は使用出
来ないので、アクセ
ント符号無しや n に
変換したキーワード
にする。句読点は省
略する。

デフォルトは英
語。スペイン語
やポルトガル語
に切替えられる。

検索対象を選ん
でキーワードを
入力し検索。

検索結果の通し
番号をクリック
して、詳細画面
を開く。
Full Text へのリ
ンクが有れば本
文が見られる。

29

http://lcweb2.loc.gov/hlas/mdbquery.html


【スペイン・ラテンアメリカ】biblat (URL: https://biblat.unam.mx/es/)

◆ biblat
▼メキシコ国立自治大学が作
成している、ラテンアメリカ
とカリブ海諸国で出版された
学術雑誌を専門とするウェブ
サイトです。
▼社会科学、人文科学、自然
科学の分野の同時検索が可能
です。
▼一部はフルテキストを見る
ことが出来ます。

検索窓にキーワードを入れ
て検索。アクセント符号付
き文字やñなどは、自動的に
符号なしやnに置換えて検索
してくれる。

検索結果の右側の
Full Text へのリンクがあれ
ば本文が見られる。
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https://biblat.unam.mx/es/


【ドイツ】BDSL（Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft）

(URL: http://www.bdsl-online.de/ ）

◆BDSL

▼フランクルト大学
図書館が作成する、
ドイツ語学・文学を
とした文献目録
データベース。

▼図書、雑誌、
学術論文を検索可。

▼無料で検索できる
のは、1985～2009
まで。

キーワードを入力して検索

詳細検索
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キーワードの追加や
条件を絞り込んで再検索する
場合はここから

http://www.bdsl-online.de/


【ドイツ】SWB-Online Katalog (URL: https://swb.boss.bsz-bw.de/）
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詳細検索したい場合は
こちらから

◆ SWB-Online Katalog

▼「南西ドイツ図書館協会」の文献検索サイト。

▼図書・雑誌、学術論文のほか、
視聴覚資料なども検索可。

▼無料公開（Online, kostenlos）のものに
絞って検索することもできる。

検索結果の絞り込み

簡易検索

https://swb.boss.bsz-bw.de/


◆ Katalog plus 

▼フライブルク大学
図書館の文献検索
サイト。

▼目的に合わせ、
タブを切り替えて
検索する。

▼検索結果に
「Volltext」の
表示があるものは
リンク先で本文の
閲覧が可能。
（一部例外あり）

【ドイツ】 Katalog plus - Universitätsbibliothek Freiburg 

(URL: https://katalog.ub.uni-freiburg.de/opac/ ）

「Bücher & mehr」タブ

・図書や雑誌などの蔵書検索
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詳細検索 「Artikel & mehr」タブ

・学術論文や新聞記事など

をデータベースから検索

https://katalog.ub.uni-freiburg.de/opac/


【中国】東洋学文献類目検索
（京都大学人文科学研究所東アジア人文情報学研究センター）

[第7.4 α版] http://ruimoku.zinbun.kyoto-u.ac.jp/ruimoku/ ※1934年～1980年、2001年～
[第6.10版] http://ruimoku.zinbun.kyoto-u.ac.jp/ruimoku6/index.html.ja ※1981年～2001年

文字化けする場合はブ
ラウザの[エンコード]
でUTF-8を選択。
※ブラウザ上で右クリック
をする。

ここで[第6.10版]と[第 7.4 α版]を切替。

◆東洋学文献
類目検索

▼文献目録『東洋学
文献類目』のオンラ
イン版。

▼中国、インドを中
心とした東洋学関係
（歴史、地理、社会、
経済、政治、法制、
宗教など）の論文・
単行書を、日・中・韓
文や欧文のものも含
め幅広く収録。

▼先行研究を調べ
る際にまず見ておき
たいデータベース。
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http://ruimoku.zinbun.kyoto-u.ac.jp/ruimoku/
http://ruimoku.zinbun.kyoto-u.ac.jp/ruimoku6/index.html.ja


【中国】中国国家図書館 (URL:http://www.nlc.cn ）

◆中国国家図書館

▼約3600万冊の中国語資料を所蔵。近年

はデジタル化による資料公開にも力を入れ
ている。

▼所蔵資料のほか、国家図書館が作成し
たデジタル化資料の一部や国家図書館が
契約する雑誌記事索引データベースを統
合検索できる。オンラインで無料で見られる
雑誌もある。

▼簡易登録すれば、一部資料の全文閲覧
が可能。

期刊 をクリックすると電子
化された定期刊行物のリスト
が表示される。

中国の定期刊行物と、外国の定期
刊行物のデータベースリストが表
示される。
目的の論文に近い分野のデータ
ベースをクリックして検索ページ
を開き、全文見られるものを探し
てみましょう。
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http://www.nlc.cn/


【中国】 CNKI（中国学術情報データベース）
(URL:https://cnki.net/ ）

◆ CNKI

▼中国で発行されて
いる大部分の雑誌・
新聞・学位論文・学会
論文などを検索でき
るオンラインサービス。
(検索までは無料。)

▼本文は有料で国立
国会図書館に複写依
頼ができる。

高度な検索はここか
ら。
項目を選んで検索し
たり、カレンダーを
表示して検索期間を
設定してみましょう。
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http://cnki.net/


【国際関係】日本国際問題研究所
(URL: https://www.aichi-pu.ac.jp/library/db.html#kokusai ）

◆国際問題

▼学内では雑誌「国際問
題」の電子版および「国際
問題重要年表データベース
（会員版）」「国際問題重要
文献データベース（会員
版）」が利用できる。

▼ホームページはフリーで
公開されている。

学内
限定
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ログアウト

https://www.aichi-pu.ac.jp/library/db.html#kokusai


【国際関係】 日本貿易振興機構 アジア経済研究所
(URL：https://www.ide.go.jp/Japanese/ ）

OPACでは蔵書だけでなく、図書館が作成した雑誌
論文・記事索引も同時に検索可。（日本語は1982
年以降、欧米諸語は1986年以降）

◆アジア経済
研究所図書館
蔵書検索

▼アジア、中東、ア
フリカ、ラテンアメリ
カ、オセアニア、東
欧諸国などの経済、
政治、社会の諸問
題について研究や
事業活動を行って
いる研究所。
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http://opac.jetro.go.jp/
https://www.ide.go.jp/Japanese/


【国際関係】 人間文化研究機構(統合検索システム)
(URL:https://int.nihu.jp/ ）
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【検索対象】国文学論文目録（大正元～現在）、日本古典籍総合目録（『国書総目録』のオン
ライン版）、史料情報共有化データベース、日本民俗学文献目録、二十一代集（本文） 等

※国立国会図書館と連携しており、NDL-OPACや国立国会図書館デジタル
コレクションも同時に検索できる。

◆人間文化研究
機構研究資源
共有化 統合検索
システム

▼国文学・歴史学等
のデータベースの横
断検索システム。

▼人間文化研究機
構の6機関がもつ
100を越えるデータ

ベースを横断的に検
索することができる。

▼文献情報だけで
なく、所蔵情報やコ
ンテンツの本文その
ものも検索できるの
が特徴。

https://int.nihu.jp/


【国際関係】 TUFSmedia（日本語で読む世界のメディア）
(URL: http://www.el.tufs.ac.jp/tufsmedia/index.html）

◆ TUFSmedia

▼東京外国語大学の学生らが海外
の20以上の新聞社の許諾を得て、記

事を翻訳掲載している。中東、東南ア
ジア、南アジアの３領域があり、中東
が最も多い。

▼各領域ページから一覧できるほか、
キーワードやジャンルで検索できる。
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http://www.el.tufs.ac.jp/tufsmedia/index.html


①AllYouCanRead

(URL：http://www.allyoucanread.com/)

①ABYZ News Links

(URL：http://www.abyznewslinks.com/)

▼世界200ヶ国のニュースや雑誌など、
25,000もの情報サイトへのリンク集。

▼国別、トピック別に分かれている。

▼世界各国の新聞リンク集。

▼シンプルではあるが、ジャンルや使用言語
が一目でわかり、見やすい。

【国際関係】各国新聞・ニュースサイトリンク集
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http://www.allyoucanread.com/
http://www.abyznewslinks.com/


県大になくても諦めないで !

取り寄せが可能です。
カウンターに相談してね！

ILLについては

情報探索講座・初級

「レポートの資料の探し方」で

詳しくお話ししています
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