
学術情報データベースの
利用について

第6回FDショートセミナー～図書館の有効利用について～

中央図書館サービス担当

図書館で契約している電子リソース

◆学術情報データベース

◆電子ジャーナル

◆電子ブック

学術情報データベース①

� 日本語の論文・記事を探す

•学協会で発行された学術雑誌と大学等で発行さ

れた研究紀要の論文情報データベースCiNii

•科学技術文献情報データベース

• ※同時アクセス8
JDreamⅡ

•日本最大規模の雑誌記事・論文情報データベー

ス ※同時アクセス2Magazineplus

•日本語の医学・看護学分野の文献データベース

• ※松本キャンパスのみ 同時アクセス4

医学中央雑誌
Web版

•雑誌専門図書館・大宅壮一文庫の雑誌記事索引

• ※同時アクセス１

大宅壮一文庫雑
誌記事索引検索

学術情報データベース②

� 外国語（主に英語）の論文を探す

•19世紀（1801-1900）および20世紀（1901-2004）の

英国下院議会資料の全文データベース

HCPP 19C/20C
House of  Commons 
Parliamentary Papers

• EEEEccccoooonnnnLLLLiiiitttt 経済・経営関係抄録 ※同時アクセス4

• PPPPssssyyyyccccIIIINNNNFFFFOOOO 心理学関係抄録
EBSCOhost

•数学分野の論文抄録データベースMathScinet

•CCCChhhheeeemmmmiiiiccccaaaallll    AAAAbbbbssssttttrrrraaaaccccttttssss    など化学分野のデータベース

•書誌事項だけでなく，化学構造などからの検索が可能 ※同時アクセス5
SciFinder

•WWWWeeeebbbb    ooooffff    SSSScccciiiieeeennnncccceeee 引用・被引用の関係も収録する学術論文

データベース

• JJJJoooouuuurrrrnnnnaaaallll    ooooffff    CCCCiiiittttaaaattttiiiioooonnnn    RRRReeeeppppoooorrrrttttssss インパクトファクター等を収録す

る，学術雑誌の評価・比較ができるデータベース

Web of 

Knowledge



学術情報データベース③

� 新聞記事・百科事典

•朝日新聞記事の全文データベース（1984年8月～）

•週刊朝日，AERA，知恵蔵も検索可 ※ 同時アクセス2
聞蔵

•日経四誌（「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」）の全文データベース

• ※ 同時アクセス2

日経テレコン

２１

•創刊号（明治6年7月5日）以降の信濃毎日新聞記事の全

文データベース

• ※各図書館指定端末からのみ利用可能

信濃毎日

新聞

• 「日本大百科全書」を中心に「日本国語大辞典」や「現代用

語の基礎知識」、言語辞典など，１０以上の辞典類の横断

検索ができる ※ 同時アクセス2

ジャパン

ナレッジ

プラスN

学術情報データベース④

http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/library/e-infomation/a-databese.html

詳詳詳詳細細細細情情情情報報報報はははは

ここここちちちちららららかかかからららら

電子ジャーナル①

• AAAAmmmmeeeerrrriiiiccccaaaannnn    PPPPhhhhyyyyssssiiiiccccllll SSSSoooocccciiiieeeettttyyyy

• AAAAmmmmeeeerrrriiiiccccaaaannnn    IIIInnnnssssttttiiiittttuuuutttteeee    ooooffff    PPPPhhhhyyyyssssiiiiccccssssAPS/AIP

• AAAAmmmmeeeerrrriiiiccccaaaannnn    CCCChhhheeeemmmmiiiiccccaaaallll    SSSSoooocccciiiieeeettttyyyyACS

• AAAAccccaaaaddddeeeemmmmiiiicccc    SSSSeeeeaaaarrrrcccchhhh    PPPPrrrreeeemmmmiiiieeeerrrr((((全全全全分分分分野野野野））））

• BBBBuuuussssiiiinnnneeeessssssss    SSSSoooouuuurrrrcccceeee    EEEElllliiiitttteeee（（（（経経経経済済済済分分分分野野野野））））

• RRRReeeeggggiiiioooonnnnaaaallll    BBBBuuuussssiiiinnnneeeessssssss    NNNNeeeewwwwssss（（（（ビビビビジジジジネネネネスススス誌誌誌誌、、、、新新新新聞聞聞聞））））
EBSCOhost

Nature

• EEEEllllsssseeeevvvviiiieeeerrrr発発発発行行行行のののの雑雑雑雑誌誌誌誌ScinceDirect

Science

• SSSSpppprrrriiiinnnnggggeeeerrrr発発発発行行行行のののの雑雑雑雑誌誌誌誌SpringerLINK

• WWWWiiiilllleeeeyyyy----BBBBllllaaaacccckkkkwwwweeeellllllll発発発発行行行行のののの雑雑雑雑誌誌誌誌Wiley Online Library

契約タイトル数

約11,000！

電子ジャーナル② 利用できる電子ジャーナルを探す

電子ジャーナル検索A-to-Z http://atoz.ebsco.com/home.asp?id=shinshu

詳詳詳詳ししししいいいい使使使使いいいい方方方方
ははははここここちちちちらららら



電子ブック

� 利用可能な電子ブック
� http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/library/e-infomation/e-

journals.html

• 購入タイトル（8タイトル）※同時アクセス１

• アクセスフリータイトル（約3,460タイトル）
NetLibrary

•SSSScccciiiieeeennnncccceeee    &&&&    TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggyyyy    コレクション（2007～

2009年刊行分）

•HHHHeeeeaaaalllltttthhhh    SSSScccciiiieeeennnncccceeeessss    コレクション（2008年刊行分）

•ブックシリーズ・バックファイル

Science 
Direct

•SSSSpppprrrriiiinnnnggggeeeerrrr    LLLLiiiinnnnkkkk    オンラインブックシリーズ

•WWWWiiiilllleeeeyyyy    OOOOnnnnlllliiiinnnneeee    LLLLiiiibbbbrrrraaaarrrryyyy オンラインブックなどその他

学学学学外外外外かかかかららららののののアアアアククククセセセセスススス

� 利用可能な電子ジャーナル・データベース

どこからでもアクセス可！

出張

先で

自宅

で

研究

室で

CiNii

EBSCOhost

OvidSP ※※※※医医医医学学学学部部部部限限限限定定定定

Sciverce ScienceDirect

Springer Link

Web of Knowledge

アクセス方法①

①ACSUにログイン ⇒②eALPSサイト一覧⇒③GakuNinタブをクリック

eeeeAAAALLLLPPPPSSSSササササイイイイトトトト

一一一一覧覧覧覧

GGGGaaaakkkkuuuuNNNNiiiinnnnタタタタブブブブ

アクセス方法②

「利用可能サービス一覧」から希望のデータベースを選んで下さい。
利用手順は附属図書館ホームページでご覧いただけます。



授業支援について

◆より効果的な研究や授業を行うために、

図書館では先生方の研究や授業を支援しています

�新聞記事を調べてゼミの発表をさせたい。

�卒業論文や卒業研究の前に参考文献を調査させたい

�文献の探し方やデータベース利用法の説明会を授業単位

（またはゼミ単位）で実施することができます。

�統計データをもとにレポートを作成させたい。

�あらかじめ課題の内容を図書館にお知らせいただければ、

より的確にサポートが可能です。

年間を通して可能ですが、準備の都合上、
希望日の2週間前までにご連絡下さい。

データベース説明会の開催予定

� 教育 10/17（月） 14：40～ EBSCOhost DB説明会

� 教育 10/19（水） 時間未定 聞蔵利用説明会

� 中央 10/19（水） 16：30～ 聞蔵利用説明会

� 医学 10/26～11/2 情報検索説明会（中級）

� 農学 11/24（木） SciFinder利用説明会

� 教育 11/25（金） 13：00～ SciFinder利用説明会

� SUNS 12/6（火）

16：30～ 日経テレコン利用説明会（就活Ver.）

上記以外でも、説明会を開催して欲しいデータベースがあ
りましたら、お気軽にご相談ください。

学習支援相談員

� 中央図書館では、大学院生が学部学生の図書館

での学びをサポートします。

�開設時間

� 月・金 16：00～19：00

�内容

� 図書・雑誌の探し方

� 論文の検索方法

� 館内パソコン利用のサポート

�場所

�中央図書館２F レファレンスカウンター

図書館の授業支援について

教員への学習支援に関するアンケート結果から
QQQQ....授授授授業業業業支支支支援援援援ととととししししてててて図図図図書書書書館館館館員員員員がががが授授授授業業業業でででで、、、、図図図図書書書書館館館館資資資資料料料料をををを使使使使っっっったたたた調調調調べべべべ方方方方やややや文文文文献献献献検検検検索索索索方方方方法法法法

等等等等のののの説説説説明明明明をををを行行行行ううううここここととととににににつつつついいいいててててどどどどうううう思思思思わわわわれれれれまままますすすすかかかか？？？？

※※※※平平平平成成成成22223333年年年年2222月月月月実実実実施施施施（（（（回回回回答答答答数数数数55558888件件件件））））

必要
48%

やや必要
27%

あまり必要で

ない
15%

必要ない
5%

無回答
5%

「必要」・「やや必要」を合

わせると、75％の教員が

図書館員の授業支援を

必要だと感じている



授業への活用事例

� 新入生ゼミナールで

�文献検索法の講義を図書館で行い、授業のサポートを

図書館職員を行っている。

� 山形大学

�新入生に対して、図書館を使った調べ物の課題を出し、

その中で図書館利用法を教える。

お問い合わせ先

� 中央図書館

�電子ジャーナル・データベースに関すること

�学術資料担当（雑誌） 0263-37-2180（内2299）

�利用説明会の開催・授業支援に関すること

�図書館サービス担当 0263-37-2179（内2496）

� 教育学部図書館 026-238-4061（内4061）

� 医学部図書館 0263-37-2584（内5128）

� 工学部図書館 026-269-5082（内5082）

� 農学部図書館 0265-77-1316（内2234）

� 繊維学部図書館 0268-21-5016(内5016）


