
 

 

 

 

 

 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。 

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。 

  

 

 

 

京都橘大学図書館検索：

webOPAC [ウェブオパック] 

FREE 

OPAC(Online Public Access Catalog)は、京都橘大学図書館の蔵書、約 28 

万冊超をインターネットで検索できるシステム。 

所蔵検索以外にもさまざまな機能がある。 

■貸出中の資料への予約  ■自分の貸出・予約状況の確認 ■資料購入依頼 

■貸出の延長手続き（1 回のみ） ■自分の貸出資料履歴確認 

TAGURU［タグル］ 

京都橘大学図書館 

webOPAC をはじめ、本学契約オンラインデータベースや電子ジャーナル

といった、様々なインターネット検索情報に一括アクセスできる検索 

サービス。（ディスカバリーサービス） 

インターネット上に全文公開されている論文や本学所蔵有無へ誘導する

機能が搭載されているため、よりスピーディに情報入手ができる。 

CiNii Books [ｻｲﾆｨﾌﾞｯｸｽ] 

（大学図書館の本をさがす） 

FREE 

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る。 

本学になくても、他大学図書館になら。 

国立国会図書館サーチ        

（NDL Search） 

FREE 

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。 

＜一部全文公開あり＞ 

Webcat Plus ［ｳｪﾌﾞｷｬｯﾄ ﾌﾟﾗｽ] 

FREE 

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。 

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・

目次など、本に関する様々な情報源が統合されている。 

   

 

 

CiNii Articles [ｻｲﾆｨｱｰﾃｨｸﾙｽ] 

（日本の論文をさがす） 

FREE 

国内雑誌の記事論文約 1,970 万件の検索が可能。 

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る。 

サポートパスファインダー（2019.4） 

データベースの紹介 
 

雑誌記事・論文をさがすなら 

図書・雑誌の所在を調べるなら 

http://www.tachibana-u.ac.jp/library/


医中誌 Web 

 [イチュウシウェブ] 

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。 

＜一部全文公開あり＞＜収録範囲：1964 年～＞ 

★同時接続数制限なし ★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・機器等、医学総合サイト。 

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。 

＜一部全文公開あり＞ ★同時接続数制限なし ★ログアウト不要 

isho.jp [イショ・ジェイピー]  

★旧 Medical Finder 

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。 

本学では出版社・医学書院とその他出版社発行の雑誌 64 誌、42 万件を 

超える論文記事を検索・閲覧できる。 

＜一部全文公開あり＞＜収録範囲：（一部雑誌を除き）2000 年～＞ 

★同時接続数制限なし ★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、公開している看護文献データベース。 

1987 年以降の看護雑誌 905 誌より 236,600 件を超える看護文献を収録。 

＜『日本看護学会論文集』第 42 回以降の PDF 利用可能＞ 

★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。 

約 58 誌の雑誌のバックナンバー記事全てがオンライン上で閲覧可能。 

★同時接続数制限なし（利用上限あり） 

日本建築学会 

論文等検索システム 

建築雑誌や論文集などの目次情報検索から論文本文を PDF ファイルで閲覧

できるデータベース。 

利用の際には、個人での Web ユーザ登録（サインイン）が必要。 

＜一部全文公開あり＞  

★サインアウト要 ★学内専用（VPN 接続利用不可） 

EBSCOhost [エブスコホスト]  

海外の学術情報の文献データベース群。 

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 

できる。（検索画面項目は日本語対応） 

検索は各データベース個別でも、まとめても検索可能。★ログアウト要 

→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 3,700 誌から、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る。 

＜全文あり＞＜収録範囲：1887 年～＞ ★同時接続数制限なし 

→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論文記事を収録した全文データ

ベース。 

約 6,200 誌の論文記事についてインデックス・抄録があり、内約 2,200 誌

が全文収録。 

＜全文あり＞＜収録範囲：1821 年～＞ ★同時接続数制限なし 

→EconLit [エコンリット] 

経済学文献データベースで、書誌事項/抄録を収録。 

収録誌のうち 630 誌以上のフルテキスト情報を提供。 

＜一部全文公開あり＞＜収録範囲：1886 年～＞ ★同時接続数制限「１」 

→ERIC [エリック] 

米国教育省・国立教育学図書館による、教育学の基本的データベース。  

147万件以上の雑誌情報を搭載、全文公開へのリンクは337,000件以上。 

＜一部全文公開あり＞＜収録範囲：1966年～＞ ★同時接続数制限なし 



 

 

 

聞蔵Ⅱビジュアル 

（朝日新聞） 

朝日新聞オンライン記事データベース。 

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』が使える。 

＜収録範囲：1945 年～＞★同時接続数「１」 ★ログアウト要 

毎索（毎日新聞） 

1872 年（明治 5）創刊から 1999 年（平成 11）までの毎日新聞過去紙面

を欠号なく提供する他、世論調査結果や連載小説リストを収録するなど 

独自内容充実。 

★同時接続数「４」 ★ログアウト要 

日経テレコン（日本経済新聞） 

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。 

＜収録範囲：1975 年～＞★同時接続数制限なし ★ログアウト要 

ヨミダス歴史館（読売新聞） 

明治 7（1874）年の創刊号から最新号まで 1000 万件以上の読売新聞記事

が検索・閲覧できるオンライン・データベース。 

昭和 64(1989)年からの英字新聞「The Japan News」記事テキストも収録。 

★2019 年度 New！ ★同時接続数「1」 ★ログアウト要 

→Teacher Reference Center 

 [ﾃｨｰﾁｬｰ ﾚﾌｧﾚﾝｽ ｾﾝﾀｰ] 

教師、及び教育関係者向けの専門誌や雑誌、約280冊のインデックス（目次）

と抄録を収録したデータベース。（集録雑誌の96%が査読制度のある学習誌） 

★同時接続数制限なし 

→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。 

＜一部全文公開あり＞＜収録範囲：1969 年～＞ ★同時接続数制限なし 

→CINAHL with Full Text 

  [シナール] 

1981 年以降の看護や看護に関する健康、生物医学、ヘルスケア関連の文献

（3,100 件以上）を検索できるデータベース。 

＜全文あり＞＜収録範囲：1981 年～＞ ★同時接続数「４」 

→MEDLINE with Full Text 

 [メドライン] 

医療系重要タイトルをカバーするデータベース。 

1949 年代から現在までの医学系雑誌の文献情報（2,700 万件以上）を収録。 

＜全文あり（240 万件）＞ ★同時接続数制限なし 

→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。 

2,500 誌以上の雑誌（99％が査読誌）から、約 360 万件の文献情報を収録。 

＜収録範囲：1597 年～＞ ★同時接続数制限なし 

→PsycARTICLES  

 [サイコアーティクルス] 

APA が発行する電子ジャーナルの全文データベースで、計 102 誌から、約

20 万件の論文がフルテキストで公開。 

＜全文あり＞＜収録範囲：1894 年～＞ ★同時接続数制限なし 

PubMed [パブメド] 

米国国立医学図書館内の、国立生物科学情報センター作製のデータベース

で、MEDLINE の主要構成要素が PubMed。 

医学・看護学・歯学・薬学・健康科学・介護関連雑誌約 5,700 誌を収録。 

＜一部全文公開あり＞＜収録範囲：1946 年～＞ 

Science Direct 

[サイエンスダイレクト] 

オランダが拠点の国際的な出版社・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 誌以上

の電子ブックを搭載。（フルテキスト数は 1,400 万件超） 

＜全文あり＞ 

新聞記事をさがすなら 



i JAMP［アイジャンプ］ 

「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・社会ニュースを提供。 

★同時接続数「１」 ★ログアウト不要 

 

 

 

JapanKnowledge Lib 

[ジャパンナレッジ リブ] 

百科事典ほか多種類の辞書・事典～50 以上のコンテンツより一括で横断

検索可能。 

『日本大百科全書』『日本国語大辞典』『国史大辞典』ほか、『会社四季報』

まで多彩なラインナップで学習・研究必須のデータベース。 

★2019 年度新規搭載『物理事典』『化学事典』『生物事典』『地学用語集』 

 『高校数学解法事典』『故事俗言ことわざ大辞典』等 

★同時接続数制限なし ★ログアウト要 

 

 

 

（電子ブック） 

 Maruzen eBook Library 

 Oxford Medicine Online 

 Proquest E-book Central 

 「Maruzen eBook Library」：TOEIC や英検に準じてレベル別に多数の 

英文学作品がラインアップ。（英語学習向け） 

★2019 年度医療系書籍数増 

 「Oxford Medicine Online」：オックスフォード大学出版局の医学 

テキストブックやハンドブックを 900 タイトル以上が閲覧利用。 

 「Proquest E-Book Central」：世界最大のデータベースベンダー 

ProQuest 社が提供する洋書電子ブック。 

本学では、医学・科学（解剖学/生理学/生物学/自然史/動物学）の 

分野に特化して、19 タイトルの書籍が閲覧できる。 

(映像コンテンツ) 

VISUALEARN」[ビジュラン] 

出版社・医学映像教育センターの映像配信型のデータベース。 

医学・看護・健康保健分野の映像コンテンツがPC等で視聴可能。 

★2019年度コンテンツ数増 ★同時接続数「50」 ★ログアウト要 

(映像コンテンツ) 

Primal Pictures 

［プライマル ピクチャーズ］ 

人体の3次元立体画像、MRIなどの2次元画像、アニメーション、動画、 

スライド、テキスト、クイズなど多彩なコンテンツを搭載。 

解剖学、生理学のほか、歯科衛生学、スポーツ障害分野をカバー。 

★2019年度New！ ★同時接続数「1」 ★ログアウト要 

国立国会図書館 

デジタル化資料送信サービス 

国立国会図書館でデジタル化された図書や雑誌のうち、絶版などで現在手

に入らないものについて、図書館でのみ専用端末で閲覧・複写 

申込ができるサービス。 

★接続可能端末「１」 ★学内専用（VPN接続利用不可） 

 

 

 

★インターネット環境にある自宅のパソコンから VPN 接続の手続きを行えば、ほとんどのオンラインデータ 

 ベースを自宅でも利用することができます。 

 http://cai5.tachibana-u.ac.jp/media/service/vpn/  

★お問い合わせは、情報メディアセンターへ。http://cai5.tachibana-u.ac.jp/media/contact/  

ものごとの意味などを調べるなら 

電子ブック、映像コンテンツを利用するなら 

よくあるご質問 

http://cai5.tachibana-u.ac.jp/media/service/vpn/
http://cai5.tachibana-u.ac.jp/media/contact/

