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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


【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。
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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


【辞典】 JapanKnowledge 
JK Books(太陽・続々群書類従）
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◆ WEB版日本
近代文学館 太陽

▼雑誌「太陽」（明治28

年～昭和3年）を検索・
本文ダウンロードできる。

▼「太陽」は明治、大正
期を代表する総合誌で
あり、政治、経済、社会
はもとより、諸産業、歴
史、地理、自然科学、
文学、芸術、家庭など
近代日本に関わるあら
ゆる分野の記事が掲載
されています。

◆続々群書類従

▼塙保己一の『群書類
従』『続群書類従』に漏
れた古典・古記録や江
戸期に述作編纂された
古典研究資料等を収録。

学内
限定

ログアウト



【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



【日本・東洋文化】 国文学論文目録データベース(国文学研究資料館）
(URL: http://base1.nijl.ac.jp/~rombun/ ）
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▼日本文学研究論文の総合目録データベース
（大正・昭和・平成）。

▼ 日本国内で発表された雑誌紀要単行本（論文集）
等に収められた論文に関する情報を検索できる。
CiNiiではヒットしない論文も収録。

※こちらも見てみよう！

各種データベースが目的別、分野別に並んでおり、
目的に応じて検索ができます。

http://base1.nijl.ac.jp/~rombun/


【日本・東洋文化】 国立国会図書館サーチ
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▼国立国会図書館をはじめ、全国の公共図
書館、公文書館、美術館や学術研究機関等
が提供する資料、デジタルコンテンツを統合
的に検索できます。 ▼資料種別、出版年等条件

を絞り込むことができます。

(URL:https://iss.ndl.go.jp/ ）

https://iss.ndl.go.jp/


【日本・東洋文化】国立国会図書館デジタルコレクション
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国立国会図書館デジタルコレクションは、
国立国会図書館で収集・保存している

デジタル資料を検索・閲覧できるサービス
です。

閲覧条件が選択できます。

(URL:http://dl.ndl.go.jp/ ）

http://dl.ndl.go.jp/


【日本・東洋文化】 研究機関
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◆日本近代文学館
(URL：https://www.bungakukan.or.jp/）

▼日本近代文学を専門とした文学館。日本近
代文学館の姉妹館。

▼所蔵資料のデータベースは、稀少資料を

数多く含み、近代文学研究に役立つ国内トップ
クラスのレベル。

◆神奈川近代文学館
(URL：https://www.kanabun.or.jp/）

所蔵検索

所蔵検索

▼明治以降の日本の近・現代文学関係資料を収集して
いる図書館。

▼資料は、図書・雑誌・新聞のほか特別資料と呼んで

いる原稿・書簡・筆墨・日記・ノート・遺品などその種類は
多岐にわたる。

▼現在、所蔵資料は100万点以上。その大部分は著者
またはその遺族、出版社などからの寄贈（一部寄託） 。

https://www.bungakukan.or.jp/
https://www.kanabun.or.jp/


【日本・東洋文化】 四庫全書・新編国歌大観
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図書館１階情報検索コーナーにある

電子メディア端末で利用可！

◆四庫全書

▼『四庫全書』とは、中国清朝によって編纂された、中
国屈指の漢籍叢書。

▼先秦から清代前半に至るまでの主要な書物を3,460

種あまりを収録。四庫全書に収められた膨大な書物すべ
てを、検索・閲覧できる。

※ 『四部叢刊』(CD-ROM版)もあり。同じく漢籍の叢書。収録は
500種あまりだが、優れた版本・写本を底本としているという特
徴あり。

学内
限定

◆新編国歌大観

▼日本の和歌を集めたもの。勅撰集、私撰集、私家集、
歌合、物語、日記、説話、等に収められた約４５万首の
和歌を収録。

▼句検索、語彙検索、歌集・歌番号検索、勅撰集作者
検索などの検索可能。



【日本・東洋文化】 日本随筆大成（ eBook Collection (EBSCOhost)）
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◆日本随筆大成(eBook Collection 

(EBSCOhost))

▼EBSCOhostのプラットフォームと機能を利用した電
子書籍コレクションです。全文テキスト検索、全文の閲
覧をすることができます。

※収録は現在のところ47タイトル。すべてを網羅しているわけ
ではないので注意！

学内
限定

☆OPACの詳細検索画面にて、
タイトルに『日本随筆大成』
と入れて検索。検索結果に現
在収録されている47冊が表示
される。
見たい資料のタイトルを
クリックすると右の画面が
開かれる。
【PDF全文】をクリックで
全文が読める。

図書館OPACより利用可！

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

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


【日本・東洋文化】国立国語研究所 コーパス・データベース
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◆コーパス・データベース

▼国立国語研究所では，収集した言語資料・音声資料
をコーパスやデータベースとして整備し公開しています。
▼研究対象や目的別にコーパスやデータベースなどの
資料を分類しています。
▼コーパスやデータベースなどの資料を，データの種類
ごとに分類しています。

◆少納言

▼少納言では『現代日本語書き言葉均衡コーパス』
（BCCWJ:Balanced Corpus of Contemporary Written 

Japanese）のデータを検索できます。

(URL：https://www.ninjal.ac.jp/database/）

https://www.ninjal.ac.jp/database/


【日本・東洋文化】 人間文化研究機構(統合検索システム)
(URL:https://int.nihu.jp/ ）

27

【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/


【日本・東洋文化】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）
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[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

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。

http://ruimoku.zinbun.kyoto-u.ac.jp/ruimoku/
http://ruimoku.zinbun.kyoto-u.ac.jp/ruimoku6/index.html.ja


【日本・東洋文化】東京大学史料編纂所データベース
（ URL: http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/shipscontroller ）
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◆東京大学
史料編纂所
データベース

▼東京大学史料
編纂所が1984年
から作成してき
た多数のデータ
ベースを、研究
用に公開。

▼史料の所在、
全文検索、人
名・肖像・花押
目録、電子くず
し字字典まで、
内容は多岐にわ
たる。

[収録内容]
『大日本古記録』、『大日本古文書』、『大日本史料』、『史料綜覧』、『平
安遺文』『鎌倉遺文』、中世記録人名索引DB、肖像情報DB、花押カードDB、
電子くずし字字典DB など

[データベース選択画面]

http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/shipscontroller


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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