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 利用は、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のほか、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。 

 

 

 

 

 

京都橘大学図書館検索：

webOPAC [ウェブオパック] 

webOPAC(Online Public Access Catalog)は京都橘大学図書館の蔵書、 

約 30 万冊をインターネットで検索できるシステムです。 

何はともあれ、まずはこの OPAC 検索から始めましょう。 

 

 

TAGURU［タグル］ 

webOPAC＋オンラインデータベース＋電子ジャーナルを一括アクセス 

できる検索サービスです。（ディスカバリーサービス） 

本学で所蔵している図書資料や、インターネット上に全文公開されている

論文へ誘導する機能が搭載され、よりスピーディに情報入手ができます。 

 

 

     （電子ブック） 

 Maruzen eBook Library 

 KINODEN 

 Oxford Medicine Online 

 Proquest E-book Central 

 4,084 冊（2022 年 2 月現在）  

 247 冊（2022 年 2 月現在） 

 1 冊（2022 年 2 月現在） 

※Free で＋18 タイトルあり 

 42 冊（2022 年 2 月現在） 

 

 

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 1,300万件（のべ 1億 4,000

冊以上）の本の情報を一括で検索できるものです。 

本学になくても、他大学図書館ならあるかも・・・。 

 

 

国立国会図書館サーチ         

国立国会図書館の所蔵資料＋都道府県立図書館の所蔵資料＋ 

政令指定都市立図書館の資料資料、そして各種研究機関が所蔵している 

デジタル情報などをまとめて探すことが可能なシステムです。 

 

 

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自由に探索できます。 

全国の大学図書館や国立国会図書館の所蔵、表紙画像・目次など、本に 

関するあらゆる情報が統合されています。 

  

 

  

 

JapanKnowledge Lib 

[ジャパンナレッジ リブ] 

『日本大百科全書』『日本国語大辞典』『国史大辞典』など学習・研究必須

の辞書・事典を複数搭載したデータベースです。 

★同時接続数制限なし ★ログアウト要 

サポートパスファインダー（2022.4） 

データベースの紹介 

図書・雑誌の所在（所蔵の有無）を調べるなら 

京都橘大学 
図書館 

ものごとの意味などを調べるなら 

http://www.tachibana-u.ac.jp/library/
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朝日新聞クロスサーチ 

（旧：聞蔵Ⅱ） 

収録範囲が大幅にアップし、明治 12（1879）の創刊から記事が閲覧可能 

になりました。新聞記事データベースとしては国内最大級です。 

＜収録範囲：1879 年～＞ ★同時接続数「２」 ★ログアウト要 

       

毎索（毎日新聞） 
＜収録範囲：1872 年～＞ ★同時接続数「４」 ★ログアウト要 

 

日経テレコン（日本経済新聞） 
＜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） 
＜収録範囲：1874 年～＞ ★同時接続数「１」 ★ログアウト要 

 

i JAMP［アイジャンプ］ ★同時接続数「１」 ★ログアウト不要 

 

 

 

 

 

CiNii Research [ｻｲﾆｨ ﾘｻｰﾁ] 

2022 年 4 月より「CiNii Articles」が「CiNii Research」にリニューアル。 

CiNii Articles（論文）＋CiNii Books（図書）＋CiNii Dissertations（博士論文）

＋機関リポジトリ公開の研究成果論文＋AKEN の研究プロジェクト情報 

 

 

医中誌 Web [ｲﾁｭｳｼｳｪﾌﾞ] 

＜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 

2022 年 2 月現在、114 タイトルの電子書籍もダウンロード利用可能です。 

＜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 オールアクセス 

 [ｲｼｮ・ｼﾞｪｲﾋﾟｰ]  

収載雑誌タイトルが、62 誌から 96 誌に大幅アップし、創刊号から閲覧 

利用できるタイトルも増えました。 

＜全文公開＞＜収録範囲：1946 年～（雑誌による）＞ 

★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です。 

★同時接続数「３」 ★ログアウト要 

 

 

日経 BP 記事検索サービス 

今、話題の情報を集めるには最適のデータベースです。 

★同時接続数制限なし（利用上限あり） 

 

 

日本建築学会論文検索ｼｽﾃﾑ 

利用の際には、各自で Web ユーザ登録（サインイン）が必要です。 

＜一部全文公開あり＞ ★サインアウト要 ★学内専用（VPN 接続不可） 

雑誌記事・論文をさがすなら 

新聞記事をさがすなら 
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新建築データ 

雑誌『新建築』『新建築住宅特集』を検索・閲覧できるデータベースです。 

＜収録範囲：2000 年～＞  

★各自で要利用者登録 ★ログアウト要  

 

 

EBSCOhost [エブスコホスト]  

海外の学術情報の文献データベースの集合体。 

★全てログアウト要 

→Academic Search Elite 

 [ｱｶﾃﾞﾐｯｸｻｰﾁｴﾘｰﾄ] 
＜外国語論文＞＜一部全文公開あり＞＜収録範囲：1885 年～＞ 

★同時接続数制限なし  

→Business Source Premier 

 [ビジネスソースプレミア] 
＜外国語論文＞＜一部全文公開あり＞＜収録範囲：1886 年～＞ 

★同時接続数制限なし  

→EconLit 

  [エコンリット] 
＜外国語論文＞＜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] 
＜外国語論文＞＜一部全文公開あり＞＜収録範囲：1966年～＞ 

★同時接続数制限なし  

→Teacher Reference Center 

 [ﾃｨｰﾁｬｰ ﾚﾌｧﾚﾝｽ ｾﾝﾀｰ] ＜外国語論文＞＜一部全文公開あり＞ ★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] 
＜外国語論文＞＜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] ＜外国語論文＞＜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] ＜外国語論文＞＜全文あり（240 万件）＞ ★同時接続数制限なし 

→PsycINFO [サイコインフォ] 
＜外国語論文＞＜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] 
＜外国語論文＞＜全文あり＞＜収録範囲：1894 年～＞  

★同時接続数制限なし 

 

PubMed [パブメド] 
約 5,700 誌を収録した、巨大データベースです。 

＜外国語論文＞＜一部全文公開あり＞＜収録範囲：1946 年～＞ 

 

 

ACM Digital Library 

［ｴｰｼｰｴﾑﾃﾞｼﾞﾀﾙﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ］ 

＜外国語論文＞＜全文あり＞＜収録範囲：1954 年～＞  

★同時接続数制限なし 

 

 

JDreamⅢ［ｼﾞｪｲﾄﾞﾘｰﾑｽﾘｰ］ 

＜日本語/外国語論文＞＜リンクにより一部全文公開あり＞ 

★同時アクセス数「２」 ★本学専用ログイン要 ★ログアウト要 
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Web 版デジタル伊能図 

伊能図の基本図、及び江戸府内図、国宝「測量日記」を完全デジタル化。 

★同時アクセス数「4」 

 

      

e ナーストレーナー 

PC で配信映像が視聴可能です。 

★同時アクセス数制限なし  

 

       

VISUALEARN」[ビジュラン] 

PC等で配信映像が視聴可能です。 

★同時接続数「50」 ★ログアウト要 

 

      

Visible Body 

［ビジブル・ボディ］ 

プログラム➊【Human Anatomy Atles(人体解剖アトラス)】 

プログラム➋【Muscle Premium（筋力プレミアム）】 

プログラム➌【Physiology & Pathology（生理学と病理学）】 

★同時接続数制限なし  

 

 

看護師/保健師国家試験問題WEB 

過去問題だけでなく、オリジナルの疑似問題も作成できます。 

★同時アクセス数制限なし ★ログアウト要 

 

 

Public Health Archives 

［ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾍﾙｽｱｰｶｲﾌﾞｽ］ 

狭義の医療史、公衆衛生史だけでなく、広く人文社会学や歴史研究にも 

利用できる資料です。 

★セッション終了（ログアウト）要 

 

       

 J-DAC 

［ｼﾞｬﾊﾟﾝﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞｽｾﾝﾀｰ］ 

◆『集中排除法関係資料』（企業史料統合データベース） 

★ログアウト不要 

◆『地方自治関係資料1974-2015』 

★同時接続数制限なし ★ログアウト要 

 

 

国立国会図書館 

デシタル化資料送信サービス 

国立国会図書館でデジタルコレクションから、本学図書館の専用端末で 

閲覧・複写申込ができる、画期的なコンテンツです。 

★接続可能端末「１」 ★学内専用（VPN接続利用不可） 

 

 

 

Science Direct［ｻｲｴﾝｽﾀﾞｲﾚｸﾄ］ 

本学では、41 タイトル電子ブックの講読も可能。 

＜外国語論文＞＜全文あり＞ 

 

Journal Citation Reports 

[ｼﾞｬｰﾅﾙ ｻｲﾃｰｼｮﾝ ﾚﾎﾟｰﾂ] 

学術雑誌の評価指数（インパクトファクター）を検索、比較できます。 

★同時接続数制限なし 

 

 

ECCO［エコー］ 

『Eighteenth Century Collections Online』を PDF ファイルとして全資料が 

利用できます。 ★同時接続数制限なし 

映像コンテンツを利用するなら 


