人文科学・社会科学
あるテーマについて、どの雑誌にどんな記事や論文が書かれているか調べるときに、データベース、
冊子体の索引誌などを利用すると容易に探すことができます。
でもチョット待って！ 記事・論文を検索する前に
事典類で概要をつかむ！
初めて取り組むテーマについては、まず冊子体の事典類で概要を調べましょう。概要を把握してい
ると、テーマを絞り込むときに役立つ場合もあります。
入門書、研究書で研究動向を調べる！
『・・・入門』
『・・・の基礎』
『・・・概論』などの図書で研究動向やテーマ周辺の事柄について
大雑把につかんでおくことも大切です。研究書の参考文献一覧で紹介されている文献から調べ始め
ることも良い方法の一つです。
『文献集』 を活用する！
図書館の 1 階掲示板に設置してある『文献集』は、分野ごとの参考文献をまとめたものです。
このリストにある参考文献は図書館で所蔵しています。是非ご活用ください。

マークの付いているものは、インターネット上で利用できます。
本学図書館ホームページの『情報検索』からサイトに入ることができます。
※（学内のみ）と注記があるものは KOTAKA-net に接続してある学内のパソコンからご利用ください。
図書館地下 1 階 AV・情報メディアルームもご利用いただけます。
ただし、データベースによっては同時に利用できる人数に制限があります。ご利用後は他の利用者のために
速やかにログアウトしてください。
マークの付いているものは、インターネット上、または冊子体で論文全文を読むことができます。

マークの付いているものは冊子体です。

国立国会図書館オンライン

（国立国会図書館）

国立国会図書館所蔵の、和図書、洋図書、和雑誌・和新聞、洋雑誌・洋新聞、電子資料、国内博士
論文などを検索できます。また、学術雑誌を中心とした国内刊行雑誌の雑誌記事索引も利用できま
す。雑誌記事を検索するには、
「詳細検索」の【雑誌記事】を選択してください。

雑誌記事索引集成データベース ざっさくプラス

（皓星社）

（学内のみ）同時アクセス数 5
国立国会図書館「雑誌記事索引」に、明治～昭和 22 年（1868～1947 年）の記事情報を加えた、
記事・論文索引のデータべースです。総合誌だけでなく、地方誌の記事(旧植民地等も対象)も検索
でき、CiNii との連携機能もあります。

サイニイ

CiNii Articles 日本の論文をさがす （国立情報学研究所）
日本語の学術雑誌論文を中心とした雑誌記事索引です。論文の引用関係（その論文が引用している
文献、その論文が引用されている文献）も表示されます。また、論文全文を表示できるものもあり
ます。

国文学論文目録データベース

（国文学研究資料館）

日本国内で発表された日本文学・日本語学関係の雑誌、紀要、単行本（論文集）の論文を検索でき
ます。収録期間は明治 21 年(1888)～平成 28 年(2016)、以後データ更新。
『国語国文学研究文献目録』
改題『国文学年鑑』[910.31 / To46](4F)
上記〝国文学論文目録〟の冊子体版です。昭和 38(1963)年版～平成 17(2005)年版
NDL サーチ・CiNii･国文学論文目録データベース・ざっさくプラス を同時に
検索できます。 本学図書館ホームページ『統合検索』からご利用ください。

大宅壮一文庫雑誌記事索引検索 Web 版

（大宅壮一文庫）

（学内のみ）同時アクセス数 1
(財)大宅壮一文庫で所蔵している主要雑誌の記事索引データベースです。週刊誌、女性誌、総合月
刊誌などの記事を検索できます。収録期間は 1988 年～最新のものまで。
「目録検索」として 1987
年以前の記事も一部検索できます。
＊大宅壮一文庫ホームページ http://www.oya-bunko.or.jp/
直接文庫に行く場合は、こちらのホームページの利用案内をご覧ください。
『大宅壮一文庫雑誌記事索引総目録』
明治時代～1987 年までの冊子体雑誌記事索引。千代田校では文系図書室で所蔵。
[027.5 / O95 / 1-13B, 027.5 / O95-2 / 1-4B] 文系図書室の利用規定に従ってご利用ください。
『文芸年鑑』 1923～1926 年版、1929～1940 年版、1943 年版、1965 年版～2016 年版
（刊行中） [905 / B89](4F)
『国語年鑑』 1954～1956 年版、1958 年版、1960 年版～2008 年版



[810.5 / Ko47](4F)

『国文学年次別論文集』
上代、中古、中世、近世、近代、国文学一般の時代別に、その年に発表された国文学関係の雑誌論
文を集めて全文を掲載している論文集。1980 年版～2012 年版（刊行中）(4F)

『近代雑誌目次文庫 国語・国文学編』
明治以降昭和末までの間に日本国内で刊行された、国語国文学関係和雑誌の総目次。収録対象雑誌
は学会誌、紀要などの学術雑誌で、文学作品の掲載を主とする文芸誌、同人誌は対象から除外され
ています。ある特定の雑誌の目次細目を創刊号から昭和末刊行分まで見たいときに役立ちます。
[910.31 / Ki422 / 1-24](2F 参考書架)

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）
東洋学に関する内外の雑誌論文、単行本について検索できます。収録期間は 1934 年以降。
『東洋史研究文献類目』
改題『東洋学研究文献類目』
改題『東洋学文献類目』
冊子体版。昭和 9 年度版(1934)～2013 年度版まで刊行、以後継続刊行の予定。[025.2 / Ky6 ]
(2F 参考書架)
『明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目次総覧』
東京大学大学院 法学政治学研究科附属近代日本法政史料センター 明治新聞雑誌文庫所蔵の雑誌
の目次ページを分野別に複刻収録したもの。収録雑誌は同文庫の利用頻度の高い雑誌、および文庫
の特色を表す雑誌が中心となっています。 [027.5 / To462 / 1-150](第 1 閉架)

英語文献です

JSTOR

（JSTOR）
（学内のみ）同時アクセス数の制限なし

JSTOR が提供する、各分野の主要な雑誌のフルテキストデータベースです。本学では下記が
利用できます。
｢Arts & Sciences I Collection｣
人文・社会科学系のほか環境学・数学・統計学分野の重要タイトルを収録
｢Arts & Sciences III Collection｣
言語学・文学のほか音楽・映画・民俗学・パフォーミングアーツ・フェミニズム・アメリカ研究・
宗教学・歴史・美術・建築分野の重要タイトルを収録
｢Arts & Sciences IV Collection｣
法学、経営学、教育学、心理学、公共政策分野を収録
英語文献です

ScienceDirect

（エルゼビア）
（学内のみ）同時アクセス数の制限なし

学術出版社エルゼビアが提供する電子ジャーナルサービスです。同社が出版する雑誌のうち、
本学で定期購読している雑誌（41 誌）に掲載された論文を Web 上で検索し、フルテキストを閲覧
することができます。(フルテキストを閲覧できる雑誌と利用可能期間は図書館ホームページでご
確認ください。)
英語文献です

EBSCOhost

（EBSCO Publishing）
（学内のみ）

EBSCO Publishing が提供する外国雑誌オンラインデータベースです。本学では下記が利用でき
ます。
「Academic Search Elite」同時アクセス数の制限なし
人文、社会、自然科学（社会福祉、ジェンダー研究、教育学、コミュニケーション＆メディア、
言語学、文学、健康学、栄養学、等）と幅広い分野を収録するフルテキストデータベースです。
約 2,300 誌（うち約 1,800 誌が査読誌）の全文情報、約 17,000 誌のインデックス・抄録情報を集
録しています。
「MLA International Bibliography」同時アクセス数の制限なし
Modern Language Association による、言語学・文学・民俗学関係の文献書誌情報データベース
です。1920 年代から現在までに刊行された世界中の 4,400 誌以上の雑誌、書籍、学位論文、
研究報告書、会議録などから 230 万件以上の記事情報を収録しています。
※｢MLA｣の検索結果画面に、｢Academic Search Elite｣のフルテキストへのリンク（
『PDF 全文』
、
『JSTOR』や他オープンアクセスジャーナルの全文へのリンク）が表示されます。
JSTOR・ScienceDirect・Academic Search Elite を同時に検索できます。
本学図書館ホームページ『統合検索』からご利用ください。
英語文献です

Linguistics and Language Behavior Abstracts(LLBA)
（ProQuest）
（学内のみ）同時アクセス数の制限なし
言語学分野に関する文献索引データベースです。1,500 誌以上の論文記事、書籍、学位論文等の抄
録、書誌情報を収録しています。
『英語年鑑』

1967 年版～1970 年版、1972 年版、1976～2018 年版（刊行中）
[830.5 / E37] (第 1 閉架、最新版のみ 2F 参考書架)

日経 BP 記事検索サービス

（日経 BP 社）

（学内のみ）同時アクセス数の制限なし
日経 BP 社で発行している約 60 誌のバックナンバーの記事検索と全文表示ができます。
主な収録雑誌名
日経ビジネス

日経 SYSTEMS

日経ものづくり

日経 TRENDY

日経トップリーダー

日経ビジネスアソシエ

日経アーキテクチュア

日経マネー

日経 Win PC

日経ソフトウエア

日経サイエンス

日経おとなの OFF

日経パソコン

日経 Linux

日経ヘルス

日経ヘルスケア

日経 PC ビギナーズ

日経コミュニケーション

日経 WOMAN

日経ﾄﾞﾗｯｸﾞｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ

日経 PC21

日経 NETWORK

日経デザイン

日経メディカル

日経コンピュータ

日経エレクトロニクス

日経レストラン

日経 ESG

[他]

記事・論文をコピーするとき
調査・研究が目的の場合に限って、図書館で所蔵している資料を複写することができます。
備え付けの「文献複写申込書」に必要事項を記入してから複写してください。コピーできる限界
は、個々の著作の半分までですが、雑誌・新聞のバックナンバーについては、掲載されている個々
の記事・論文全部を 1 部のみコピーできます。
他人の著作物を自分のレポート・論文に引用するとき
他人の書いた記事・論文を引用する場合は、自分の記述と区別をつけて、出所を明示
しなければなりません。記事・論文をコピーしたら必ず、表紙、奥付などに記載されている
雑誌名、号数、発行年月日もコピーするかメモに書いておきましょう。
※参考文献（論文を書く際に利用した資料の情報）の書き方については、別紙『参考文献の書き方』
をご覧ください。

読みたい論文が掲載されている雑誌を、本学図書館が所蔵していないとき
所蔵している図書館を探して、文献複写依頼を出すことができます。
詳しくは、別紙『本学図書館で所蔵していない図書・雑誌の利用方法(所蔵館の調べ方)』
をご覧いただくか、職員にご相談ください。

編集・発行 千代田校図書館
http://www.lib.otsuma.ac.jp/
2018.4

