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データベースとは、膨大なデータを一定の基準や目的をもって整理、効率的に検索できるようにしたものです。 

最近では、インターネット上で利用する「オンラインデータベース」が主流で、よりスピーディーに最新の情報 

取得・文献収集ができるようになりました。 

京都橘大学図書館では、調査・研究に役立つ外部データベースを多数提供しています。（以下は一部です） 

目的に合ったデータベースを選んで、学習・研究に役立ててください。 

 

データベース検索を行なう場合には、図書館 HP http://www.tachibana-u.ac.jp/library/ より、                                             

              をクリックし、表示された一覧から利用したいデータベースを選んでください。 

図書館内のデータベース用端末はもちろん、情報メディアセンター（清心館 1 階）や、清心館のパソコン教室 

など、学内のインターネットが使える環境であれば利用可能です。 

FREE のデータベースは、学外からでもアクセスできます。 

 

 

 

京都橘大学図書館検索：

webOPAC [ｳｪﾌﾞｵﾊﾟｯｸ] 

OPAC(Online Public Access Catalog)は、京都橘大学図書館の 

蔵書、約 26 万冊をインターネットで検索できるシステム 

です。所蔵検索以外にもさまざまな機能があります。 

 貸出中の資料への予約 

 自分の貸出・予約状況の確認 

 貸出の延長手続き（1 回のみ） 

FREE 

CiNii Books [ｻｲﾆｨﾌﾞｯｸｽ] 

（大学図書館の本をさがす） 

全国の大学図書館等約 1,300 館が所蔵する、約 1,150 万件 

（のべ 1 億 3,000 冊以上）の本の情報を一括で検索できます。 

目的の図書がどこの図書館にあるか、本学になければまずは

ここから始めましょう。 

FREE 

国立国会図書館サーチ        

（NDL Search） 

国立国会図書館の検索サービスです。 

国立国会図書館が所蔵する資料の全てを探すことができる 

ほか、都道府県立図書館、政令指定都市の市立図書館の 

蔵書、国立国会図書館や他の機関が収録している各種の 

デジタル情報などを探すことが可能です。 

＜一部全文公開あり＞ 

FREE 

Webcat Plus 

 [ｳｪﾌﾞｷｬｯﾄﾌﾟﾗｽ] 

江戸期前から現代までに出版された膨大な書物を対象に、 

自由に探索することができます。 

全国の大学図書館 1,300 館や、国立国会図書館の所蔵、 

新刊書の表紙画像・目次、電子書籍データベースなど、本に 

関する様々な情報源を統合、本・作品・人物の軸で整理されて 

います。 

FREE 

本学で利用できる 
データベースの紹介（2018.4） 

図書・雑誌の所在を調べるなら 



2 

 

WorldCat                                

(theOCLCOnlineUnionCatalog) 

[ﾜｰﾙﾄﾞｷｬｯﾄ] 

アメリカの OCLC（Online Computer Library Center）が提供 

する 170 の国と地域、72,000 館以上の大学図書館、国立 

図書館、公共図書館の所蔵資料と、雑誌記事・論文が検索 

できる世界最大の書誌データベースです。 

主に 11 世紀以降の英独仏語その他計 400 カ国語以上の資料

に関する情報が収録されています。 

FREE 

   

 

 

CiNii Articles [ｻｲﾆｨｱｰﾃｨｸﾙｽ] 

（日本の論文をさがす） 

国内雑誌の記事論文約 1,970 万件の検索が可能です。 

フルテキスト（全文公開）を提供するサイトへのリンクが 

強化され、より多くの論文に迅速にアクセスできます。 

 

FREE 

 

医中誌 Web（医学中央雑誌刊行会） 

★2018 年度アクセス数変更！ 

1964年以降の国内発行の医学関連定期刊行物、約 7,000誌 

より収集した約 1,245 万件の医学文献情報の検索が可能 

です。国内唯一ともいえるシソーラス機能により、検索力

もアップします。 

＜一部全文公開あり＞＜収録範囲：1964 年～＞ 

学内 [VPN] 

同時接続数無制限 

★ログアウト要 

メディカルオンライン 

医学文献の検索や全文閲覧をはじめ、医薬品・医療機器・ 

医療関連の情報等、医学・医療の総合サイトです。 

国内発行の医学関係雑誌 1,200 タイトル以上の最新号、 

及びバックナンバーを提供しています。 

＜一部全文公開あり＞ 

学内 [VPN] 

同時接続数無制限 

ログアウト不要 

isho.jp [イショ・ジェイピー]  

（医学書院） 

★旧 Medical Finder 

医学、医療専門向けの医学雑誌と書籍（図書）を提供 

するプラットホーム型データベースです。 

本学では出版社・医学書院とその他の出版社が発行する 

雑誌 64 誌、42 万件を超える論文記事をインターネット上 

で検索・閲覧できます。 

＜一部全文公開あり＞ 

＜収録範囲：（一部雑誌を除き）2000 年～＞ 

学内 [VPN] 

同時接続数無制限 

ログアウト不要 

最新看護索引 Web 

日本看護協会図書館が編集し、公開している看護文献 

データベースです。1987 年以降の看護雑誌 905 誌より

236,600 件を超える看護文献が収録されています。 

＜『日本看護学会論文集』第 42 回以降の PDF 利用可能＞ 

学内 [VPN] 

同時接続数「3」 

★ログアウト要 

日経 BP 記事検索サービス 

日経 BP 社が発行する雑誌の記事が検索できるサービス 

です。 

約 58 誌の雑誌のバックナンバー記事をオンライン上で 

検索することができます。＜全文あり＞ 

学内 [VPN] 

同時接続数無制限 

（利用上限あり） 

Web OYA-bunko 

（大宅壮一文庫雑誌記事索引） 

★2018 年度アクセス数増！ 

週刊誌・総合誌・ファッション誌・女性誌などの一般誌を 

中心に、雑誌記事索引約 420 万件の検索ができます。収録

雑誌は約 1,500 誌で、内、現在刊行中の主要収録雑誌は 

約 400 誌です。 

＜収録範囲：1887 年（明治 20 年）～＞ 

学内 [VPN] 

同時接続数「3」 

★ログアウト要 

雑誌記事・論文をさがすなら 
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Science Direct 

[ｻｲｴﾝｽﾀﾞｲﾚｸﾄ] 

（エルゼビア社） 

オランダを拠点とする、国際的な出版社・エルゼビアが 

発行する 2,500 誌以上の科学・技術・医学・社会科学 

分野の電子ジャーナルに加え、35,000 タイトル以上の電子 

ブックも搭載されています。 

フルテキストの数は 1,400 万件を超え、事実上、世界 

最大級のデータベースと言えます。＜全文あり＞ 

学内 

同時接続数無制限 

（利用上限あり） 

EBSCOhost [ｴﾌﾞｽｺﾎｽﾄ]  

海外の学術情報の文献データベース群です。 

以下の複数のデータベースから、様々な分野の外国語雑誌 

論文の検索ができます。 

学内 [VPN] 

→CINAHL with Full Text 

 [ｼﾅｰﾙ] 

1981 年以降の看護や看護に関連する健康、生物医学、 

ヘルスケア関連の文献（3,100 件以上）データベース 

です。＜全文あり＞＜収録範囲：1981 年～＞ 

学内 [VPN] 

同時接続数「4」 

★ログアウト要 

→MEDLINE with Full Text 

 [ﾒﾄﾞﾗｲﾝ] 

医療系重要タイトルをカバーするデータベースです。 

古いものでは 1949 年から現在までの医学系雑誌の文献 

情報（2,700 万件以上）が収録されています。 

＜全文あり（240 万件）＞ 

学内 [VPN] 

同時接続数無制限 

ログアウト必要 

→Academic Search Elite 

 [ｱｶﾃﾞﾐｯｸｻｰﾁｴﾘｰﾄ] 

社会科学や人文科学など 2,300 誌に及ぶ雑誌タイトル 

（うち約 1,900 誌が査読誌）の全文データが閲覧利用 

できます。 

＜全文あり＞＜収録範囲：1887 年～＞ 

→Business Source Premier 

 [ﾋﾞｼﾞﾈｽｿｰｽﾌﾟﾚﾐｱ] 

経営学・経済学、国際ビジネス関連雑誌の外国語論文 

記事を中心に収録した全文データベースです。 

約 6,200 誌の雑誌論文記事についてインデックス・抄録 

があり、内約 2,200 誌が全文で収録されています。 

＜全文あり＞＜収録範囲：1821 年～＞ 

→Regional Business News 

 [ﾘｰｼﾞｮﾅﾙﾋﾞｼﾞﾈｽﾆｭｰｽ] 

米国国内の大都市圏と地方都市のビジネス関連出版物を 

全文にて収録したデータベースです。 

＜一部全文公開あり＞＜収録範囲：1969 年～＞ 

→ERIC [ｴﾘｯｸ] 

アメリカ教育省・国立教育学図書館が製作した、教育学 

全般における基本的なデータベースです。  

147万件以上の教育学雑誌、教育学関連雑誌の情報を搭載

し、全文公開へのリンクは337,000件以上になります。 

＜一部全文公開あり＞＜収録範囲：1966年～＞ 

→EconLit [ｴｺﾝﾘｯﾄ] 

経済学外国語文献データベースで、書誌事項/抄録が収録 

されています。収録されている雑誌のうち 630 誌以上の 

フルテキスト情報を提供しています。 

＜一部全文公開あり＞＜収録範囲：1886 年～＞ 

学内 [VPN] 

同時接続数「1」 

★ログアウト要 

→PsycINFO 

 [ｻｲｺｲﾝﾌｫ] 

アメリカ心理学会（APA）製作の心理学必須データベース

です。 

心理学に関する 2,500 誌以上の雑誌（99％が査読雑誌） 

から、約 360 万件の文献情報が収録されています。 

＜収録範囲：1597 年～＞ 

学内 [VPN] 

同時接続数無制限  

ログアウト必要 
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日経テレコン 

日経四誌（日経、日経流通、日経金融、日経産業）の 

記事のほか、企業・財務・人事情報検索ができるデータ 

ベースです。就職活動にも役立つでしょう。 

＜収録範囲：1975 年～＞ 

学内 [VPN] 

同時接続数無制限 

★ログアウト要 

i JAMP［ｱｲ ｼﾞｬﾝﾌﾟ］ 

★2018 年度新規導入！ 

全国の公務員が活用する、情勢情報収集のためのデータ 

ベースです。 

「自治体検索」「官庁速報」「行政ニュース」「会見速報」 

など、中央省庁から地方自治体の動向や、内外の政治・ 

行政・社会ニュースをリアルタイムで提供します。地震や

台風などの災害、大事故に関する情報も速報します。 

学内 [VPN] 

同時接続数「1」 

聞蔵Ⅱビジュアル               

（朝日新聞記事データベース） 

★2018 年度追加オプションあり！ 

朝日新聞オンライン記事データベースです。最新記事も 

いち早く収録され、朝日新聞ほか、『週刊朝日』『AERA』の 

記事検索・閲覧、『知恵蔵』が使えます。 

追加オプションにより、全国の地方面も閲覧できるように 

なります。＜収録範囲：1945 年～＞ 

学内 [VPN] 

同時接続数「1」 

★ログアウト要 

毎索（毎日新聞記事データベース） 

★2018 年度アクセス数増！ 

1872 年（明治 5）創刊から 1999 年（平成 11）までの 

過去紙面を１号の欠号もなく提供するほか、世論調査の 

データベースを収録するなど、内容充実です。 

学内[VPN] 

同時接続数「4」 

★ログアウト要 

 

 

 

JapanKnowledge Lib 

[ｼﾞｬﾊﾟﾝﾅﾚｯｼﾞ ﾘﾌﾞ] 

★2018 年度『角川国語大辞典』搭載！ 

 （アクセス制限あり） 

百科事典ほか様々な種類の辞書・事典類など 50 以上の 

コンテンツより一括で横断検索できます。 

『日本大百科全書(ニッポニカ)』『日本国語大辞典』『国史

大辞典』ほか、多彩なラインナップで学習・研究必須の 

データベースです。 

学内 [VPN] 

同時接続数無制限 

ログアウト必要 

 

→PsycARTICLES  

 [ｻｲｺｱｰﾃｨｸﾙｽ] 

APA(アメリカ心理学会）が発行する電子ジャーナルの 

全文データベースです。計 102 誌の全文公開雑誌から、 

約 20 万件の論文がフルテキストで公開されています。 

多くの雑誌が創刊号から全文の閲覧が可能です。 

＜全文あり＞＜収録範囲：1894 年～＞ 

PubMed 

[パブメド] 

 

NLM（米国国立医学図書館）内の、NCBI（国立生物科学 

情報センター）が作成しているデータベースです。 

MEDLINE の主要構成要素がこの PubMed になります。 

世界 80 か国で刊行されている、医学・看護学・歯学・ 

薬学・健康科学・介護に関する雑誌を収録、タイトルは 

約 5,700 誌になります。（全体の 90％が英語です） 

＜一部全文公開あり＞＜収録範囲：1946 年～＞ 

FREE 

ものごとの意味などを調べるなら 

新聞記事をさがすなら 


