
 
 学習・研究に役立つオンライン・データベースを、図書館のホームページから提供しています。学内の

KOTAKA-netに接続されているパソコンから、いつでも必要なときに利用することができます。どうぞ 
ご活用ください。 

 
 
 

 
朝日新聞記事データベース「聞蔵 II ビジュアル」（朝日新聞）同時アクセス数2  
1879年から当日の朝刊までの記事検索、本文表示が可能です。 

「朝日新聞 1985～・週刊朝日・AERA」は 1985 年からの本紙、沖縄を除く 46 都道府県の地域面、週刊朝日

(2000年4月以降ニュース面のみ)、AERA（創刊号から）を収録。2005年11月以降は切り抜きイメージの表示

もできます。「朝日新聞縮刷版1879～1999」は創刊から1999年までの本紙と号外・付録を収録。紙面イメージ

がPDFファイルで表示されます。他に「知恵蔵(最新版) 」「人物データベース」「 歴史写真アーカイブ」「 アサ

ヒグラフ(1923～1956) 」「International Herald Tribune / The Asahi Shimbun (2001.4～2011.2) 」(英字新聞)
「AJW(Asia & Japan Watch)(2011.3～)」(英文ニュース) も利用できます。 
 

毎索（毎日新聞） 同時アクセス数１ 
1872年3月29日から当日までの記事検索、本文表示が可能です。 

「毎日新聞記事検索」は、1987 年からの本紙、沖縄を除く 46 都道府県の地方版の記事本文および創刊号から 1986
年までの主要記事見出しキーワードを収録。「毎日新聞紙面検索」は創刊号から 1999 年までの紙面イメージを収録。

「電子縮刷版」は 1989 年から 1999 年までの紙面イメージをFLASH 形式で閲覧できます。「週刊エコノミスト記事

検索」は1989年10月から現在までの記事を収録。以上のデータベースを「簡易検索」で一括検索して本文表示がで

きます。他に「今日の新聞」として当日発行の記事が配信されます。10~20分ごとに更新される「ニュース速報」、

「毎日ヨロンサーチ(1945.10～)」「The Mainichi(2008.6～)」(英字新聞)なども利用できます。 

 
ヨミダス歴史館（読売新聞） 同時アクセス数1  
1874年の創刊から前日までの記事検索、本文表示が可能です。 
「明治・大正・昭和」は1874年11月2日から1989年12月31日までの本紙を収録。紙面はPDFファイル

で表示されます。「平成」は1986年9月1日～前日までの本紙と沖縄を除く46都道府県の地域版を収録。2008
年12月以降は切り抜きイメージの表示もできます。他に「The Japan News(1989.9～)」(英字新聞)と「現代人

名録」も利用できます。 
 

日経テレコン 21（日経各紙）  
1975年以降の日経各紙（日本経済新聞、日経産業新聞、日経MJ(流通新聞)、日経金融新聞(※)）、日経地方経 

済面、日経プラスワン、日経マガジン(※)の記事検索・本文表示のほか、企業情報等が利用できます。 
※「日経金融新聞」は2008年1月31日で休刊、「日経マガジン」は2012年3月18日号まで収録。 

日経テレコン 21（産経新聞・地方紙）  
 
 
 「日本経済新聞（明治から戦後）」「産経新聞」、地方紙、専門紙などの新聞記事や雑誌記事を利用できます。 

詳しくは図書館にお問い合わせください。利用できる新聞の情報などは日経テレコンのホームページ

http://t21help.nikkei.co.jp/contact/post.html でも確認できます。 
 

PressReader 同時アクセス数の制限なし  
 世界の新聞・雑誌を収録するデータベースです。当日分から最大 90 日前までの新聞の全文・画像を見ること

ができます。（収録期間は新聞により異なります）記事の見出し・本文からキーワード検索が可能で、日付・言語・

国名を指定して記事を探すことができます。 
 

 
 

データベースによって同時に利用できる人数に制限があります。各データベースの説明にある「同時アク

セス数」が、同時に利用できる最大人数です。制限を越えた場合は利用できません。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。 
 

利用者に代わって職員が検索します。図書館カウンターにお申し込みください。 

http://database.asahi.com/
https://dbs.g-search.or.jp/WMAI/WMAI_ipcu_login.html
https://database.yomiuri.co.jp/rekishikan/
http://t21ipau.nikkei.co.jp/ipauth/auth/auth?sid=1
http://t21help.nikkei.co.jp/contact/post.html
https://www.pressreader.com/catalog


JIJIWeb 同時アクセス数1  
 国内・海外の政治、社会、経済、企業、国際情勢などのニュース、「e-World」を閲覧できます。1999 年 3 月

以降のニュースをキーワードで検索可能。 
 
 

雑誌記事索引集成データベース ざっさくプラス（皓星社） 同時アクセス数5  
 国立国会図書館「雑誌記事索引」に明治から昭和初期(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。 
 
 

大宅壮一文庫雑誌記事検索 Web 版 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 
が中心で、索引の作成方法には独自の分類方法が採用されており、時の話題となった人物や事件、事象などの世 
相を反映するユニークな索引となっています。収録期間は、1988 年から最新まで。「目録検索」として 1987 年

以前の記事も一部検索できます。 
 
 

日経 BP 記事検索サービス 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] 

 

 

ジ ャ パ ン ナ レ ッ ジ  L ib 同時アクセス数2  
 事典、辞書、地図、年表などのデータベース。「日本国語大辞典」「日本歴史地名大系」「国史大辞典」「ランダ

ムハウス英和大辞典」など、複数の事典を一括検索できます。 
また「東洋文庫」（平凡社）、「新編 日本古典文学全集」（小学館）、「文庫クセジュ」（白水社）も収録されてお

り、書名や本文中の語彙、キーワードで検索が可能です。また本文の閲覧･印刷もできます。 
主なコンテンツ  
日本大百科全書（ニッポニカ） プログレッシブ英和・和英中辞典 会社四季報 

日本国語大辞典 第二版 CAMBRIDGE 英英辞典 第2版 週刊エコノミスト 

字通 滝田樗陰旧蔵  近代作家原稿集 

コウビルド米語版英英和辞典  
デジタル大辞泉 

群書類従（正・続・続々） 江戸名所図会 

数え方の辞典 日本人名大辞典 日本歴史地名大系 

現代用語の基礎知識 世界文学大事典 東洋文庫 

情報・知識 imidas デジタル化学辞典 第2版 新編日本古典文学全集 

ランダムハウス英和大辞典 第2版 国史大辞典 文庫クセジュベストセレクション ［他］          

 

 

Westlaw Japan（日本法データベース） 同時アクセス数1  
 法令、判例、審決、文献情報、ニュース記事などの法情報を提供するデータベースです。「判例タイムズ」も収

録しています。 

医中誌 Web 同時アクセス数3 

医学中央雑誌刊行会が提供するデータベースです。1977年以降に国内で発行された、医学・歯学・薬学・ 
看護学及び関連分野の定期刊行物、のべ約7,000誌から収録した文献情報を検索することができます。 

http://jijiweb.jiji.com/apps/do/gate?id=otsuma-uni
http://zassaku-plus.com/
http://www.oya-bunko.com/
http://bizboard.nikkeibp.co.jp/academic/
http://japanknowledge.com/library/
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/signon/trauth?sp=OTSUMAU-1
http://login.jamas.or.jp/


｢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。 
 
 
 
 

 
 
 

JSTOR [電子ジャーナル]  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。各雑誌の、創刊号から発行後 

1～5年経過した号に収録された論文全文が閲覧できます。JSTOR が提供するコレクションのうち、本学で利用 
できるのは下記の3つです。 
｢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 

 

ScienceDirect [電子ジャーナル] 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。) 
 

EBSCOhost   
 EBSCO Publishingが提供するデータベースです。本学では下記が利用できます。 

 
｢Academic Search Elite｣ [電子ジャーナル] 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。約2,300誌（うち約1,800誌が 
査読誌）の全文情報、約17,000誌以上のインデックス・抄録情報を収録しています。 

  ｢MLA International Bibliography｣ [データベース]  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。 
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。 
｢MEDLINE｣[データベース] 同時アクセス数の制限なし  

National Library of Medicine（NLM 米国国立医学図書館）による、薬学・看護学・歯科学・獣医学・ヘルス

ケア システム、および前臨床医学などの医療情報を提供するデータベースです。医学系重要タイトル約 5,400 
誌の書誌情報を収録しています。記事本文まで表示できるものもあります。収録データは毎日更新されます。 
※収録期間は雑誌により異なります。 

 

 

 
 

 

以 下 の コ ン テ ン ツ は 全 て 英 語 文 献・情 報 で す 。  

｢MLA｣｢MEDLINE｣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』）が表示されます。 

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.ebscohost.com/


Times Literary Supplement（ TLS） Histor ical  Archive 1902-2013 

[データベース] 同時アクセス数の制限なし 

 イギリスの書評紙「Times Literary Supplement」の創刊号から2013年までの全文イメージを提供するデー

タベースです。書籍の作品名、著者、記事の見出し、寄稿者、キーワードなどから検索ができます。オンライン

化に際し、1974年まで匿名にされていた寄稿者の名前が公開されています。 
 

Linguist ics and Language Behavior Abstracts（ LLBA） [データベース] 
同時アクセス数の制限なし 

 言語学分野に関する文献の索引データベースです。1,500誌以上の論文記事、書評、書籍、書籍の章、 
学位論文、研究成果レポートなどの書誌情報を収録しています。抄録が閲覧できるものも多数あります。 
 

ProQuest Dissertations & Theses Global（人文社会系）[データベース]  
同時アクセス数の制限なし（千代田校のみ） 

 ProQuest 社が提供する学位論文の書誌データベースです。北米を中心に、1,700以上の大学の学位論文の 
抄録と本文の一部を閲覧することができます。 
 ※検索した論文にはフルテキストを注文する機能が付いていますが、この機能は各個人の責任においてご利用ください。 
 論文購入に関するトラブルについて本学では一切責任を負いかねますのでご注意ください。 

 
Nii-Reo [電子ジャーナル] 同時アクセス数の制限なし 

  国立情報学研究所(NII)が保管し、利用提供をしている電子ジャーナルコンテンツです。本学では 
下記が利用できます。 

「Oxford University Press： Archive Collection (1996-2003)」 
   Oxford University Pressが1996年から 2003年に刊行した人文・社会・自然科学分野の雑誌の全文を収録し

ています。 

「Springer： Online Journal Archives (1832-1999)」 
  Springer社が刊行した科学・技術・医学分野の雑誌を創刊から1999年まで全文を収録しています。 
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各データベースの使い方は職員がご説明します。  

使ってみたいけれど使い方がよくわからない…  

自分の知りたいことを調べるにはどのデータベースを使えばよいかわからない…  

など、学内専用データベースについてわからないことがありましたら、  

気軽に声をおかけください。  

http://find.galegroup.com/tlsh/start.do?prodId=TLSH&userGroupName=otsuma
http://search.proquest.com/llba/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=16719
http://search.proquest.com/pqdthssai/fromDatabasesLayer?accountid=16719
http://reo.nii.ac.jp/oja/
http://www.lib.otsuma.ac.jp/

	法令、判例、審決、文献情報、ニュース記事などの法情報を提供するデータベースです。「判例タイムズ」も収録しています。

