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人文科学、社会科学全般 Persée http://www.persee.fr
MESR, Université de Lyon, CNRS,

ENS de Lyon

フランス教育省によって設立された専門雑誌論文データベース。芸
術・文学・人類学・歴史・言語学、その他社会科学の様々な専門分野
の重要論文を検索・閲覧できる。

フランス語以外にも様々な西欧言語で書かれた論文が見つかります。
自分の関心のあるテーマについてキーワード検索をし、関連するテー
マを扱う専門雑誌や興味ある特集などを見つけましょう。（伊藤）

社会科学、人文科学全般 Revue.org http://www.revues.org

CNRS, L'Ecole des hautes études en

sciences sociales, Université d'Aix-

Marseille

フランス語圏を中心に社会科学、人文科学に関連する重要な専門雑誌
を閲覧できる。

フランス本国だけではなく、地中海圏、ムスリム圏やアフリカ諸国に
関する諸研究について調べる上で役に立つ専門雑誌が含まれていま
す。（伊藤）

人文系分野全般
Bibliothèque nationale

de France
http://data.bnf.fr フランス国立図書館

文学・芸術をはじめとして、フランス国立図書館所蔵のあらゆる人文
系の分野の資料が検索できます。広汎な時代をカバーしているのに加
え、文字によるもののみならず画像も豊富です。

かつてはパリまで足を運んで、さんざん待ったり煩瑣な手続きで許可
を得たりしないと見ることの叶わなかった資料の多くが、目の前に出
てきます。ただし、英語かフランス語かドイツ語がわからないと検索
できません。語学の習得も頑張っていただきたいです。（中井）

西洋古典（文学、哲学、政治学、倫
理学、神話その他）

Perseus Digital Library http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ Tufts University
アメリカのタフツ大学が提供する西洋古典学データべース。古代ギリ
シア・ラテン語による重要テキストとその英訳を閲覧できる。

現代の諸問題を論じる際に当然のように使われている言葉や概念の多
くが古代ギリシアやローマに起源を持っています。そうした言葉や概
念を一度原典まで戻って考え直してみることも考察を深める上で役に
立ちます。（伊藤）

英語論文検索 Taylor and Francis Online https://www.tandfonline.com/ Taylor and Francis Online
地域研究、人文学、社会科学など、多分野にわたる電子ジャーナルの
データベース

Taylor&Francis グループは、イギリスを本拠とする学術書出版社で、

1000のジャーナルと年間1800冊以上の新刊を出版しています（尹）。

EU Official website of the European Union http://europa.eu/ Official website of the European Union EUの公式サイト （尹）

EU Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat Official website of the European Union EUにかかわる各種統計 （尹）

EU Eurobarometer
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/pub

licopinion
Official website of the European Union

欧州委員会によるEU加盟国内の国民を対象として行われる、各種世論
調査の分析結果

（尹）

18世紀イギリス
Eighteenth Century Collections

Online(ECCO)

http://find.galegroup.com/ecco/start.do?

prodId=ECCO&userGroupName=jpdu

bs

GALE--A Cengage Company
18世紀に英国およびその植民地で刊行されたあらゆる印刷物と、それ
以外の地域で刊行された英語印刷物を収録対象とする。（大学所蔵の
データベースなので、学内ネットワーク経由となる。）

収録資料は書籍にとどまらず、聖書、広告物、手引書、楽譜、年鑑な
ど、あらゆる形態の印刷物が含まれています（版画と新聞はのぞ
く）。全収録資料のフルテキスト検索が可能です。（圓月）

イギリス Office for National Statistics（ONS） www.ons.gov.uk Office for National Statistics（ONS） イギリス国家統計局
イギリスにおける人口、社会、経済にかんする統計結果が見られる
（尹）
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アイルランド Central Statistics Office（CSO) https://www.cso.ie Central Statistics Office（CSO) アイルランド中央統計局
アイルランドで5年に1度おこなわれる国勢調査の分析結果が見られる
（尹）

北アイルランド紛争
The CAIN (Conflict Archive on the

INternet) Web site
http://cain.ulst.ac.uk/

University of Ulster、

INCORE(International Conflict

Research Institute)、

ARK（Access Research Knowledge）

北アイルランド紛争および北アイルランドの政治・社会関連の総合情
報サイト。紛争開始の1968年から現在に至るまでの各種データ、年
表、地図、写真、概説、文献目録などが見られる。

紛争が人びとにとってどのような経験であったのか、また、それをど
のように記録・記憶していくのかを知るまたとないデータベース。
（尹）

スイス（歴史辞典） Historisches Lexikon der Schweiz http://www.hls-dhs-dss.ch/d/home Historisches Lexikon der Schweiz スイスの歴史辞典。独・仏・伊語に対応。
スイスの歴史概念をほぼ網羅する辞典。紙媒体でも発行されている辞
典のWEB版。（穐山）

スイス・メディア（時事） swissinfo.ch http://www.swissinfo.ch/jpn swissinfo.ch
スイス公共放送協会がスイス政府の依頼を受けて国外にスイスの情報
を発信するWEBサイト。

スイスの時事問題を日本語で読むことができるサイト。研究の取り掛
かりに利用できる。（穐山）

ドイツとヨーロッパ（歴史雑誌）
Zeithistorische Forschungen/Studies in

Contemporary History

http://www.zeithistorische-

forschungen.de/profil?language=en

Zeithistorische Forschungen/Studies in

Contemporary History

Vandenhoeck & Ruprech発行のドイツおよびヨーロッパの現代史研究

（特に１９４５年以降）の雑誌のWEB版。
ドイツおよびヨーロッパの最新の現代史研究の論文がPDFで見ること
ができる。（穐山）

スイス（雑誌） E-Periodica http://www.e-periodica.ch/ ETH Zürich
スイス連邦工科大学チューリヒが１８世紀初頭からスイスで発行され
た雑誌をＰＤＦ化して公開。情報は常に追加され続けている。

１８世紀初頭からのスイスで発行されたあらゆる分野の雑誌をＰＤＦ
で閲覧可能。（穐山）

ユダヤ（百科事典） Jewish Encyclopedia http://www.jewishencyclopedia.com/ Jewish Encyclopedia
１９０１年から１９０６年に発行された１２巻のユダヤ百科事典の
WEB版。

１９０６年以降の情報は掲載されていないが、それ以前のユダヤの歴
史を調べるのに便利。（穐山）

ドイツ・ユダヤ Compact Memory
http://sammlungen.ub.uni-

frankfurt.de/cm/nav/index/title

Goethe Universität Frankfurt am Main

UniversitätsbibliothekおよびUNESCO

Archives Portal

1768年～1938年に発刊されたドイツ語圏のユダヤ系新聞・雑誌の総合

データベース（172タイトル）。
重要新聞・雑誌のほぼすべてがそのままPDF化されており、近現代ド
イツ・ユダヤ研究をするうえで必見。（小野）

ショア/ホロコースト、フランスの
ユダヤ

Mémorial de la Shoah http://www.memorialdelashoah.org/ Mémorial de la Shoah
パリのマレ地区に2005年に創設されたショア/ホロコースト記念の施
設。各種データベースあり。仏語・英語対応。

ショア/ホロコーストについての一般的解説以外にも、映像や写真、資
料、アーカイヴなどへのリンクもあり、ナチスとフランス、フランス
のユダヤ史について知りたい人の扉となるでしょう。（小野）

ショア/ホロコースト
Yad Vashem - The World Holocaust

Remembrance Center
http://www.yadvashem.org/

Yad Vashem - The World Holocaust

Remembrance Center
イスラエルにあるホロコーストの記憶に関する総合センター。 （小野）
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ドイツの教育の歴史
Bibliothek für Bildungsgeschichtliche

Forschung
http://bbf.dipf.de/de?set_language=de

Bibliothek für Bildungsgeschichtliche

Forschung

通称BBF。ベルリンにある国際的なドイツ教育史研究所。独語・英語
対応。

ドイツの教育について、とくに歴史的な資料などを調べるには、ここ
から出発しよう。古い育児書、教科書など資料が豊富にそろっていま
す。（小野）

ドイツの教育研究 FACHPORTALpaedagogik.DE

http://www.fachportal-

paedagogik.de/guide-

bildungsforschung/themen.html?seite=3

971

Das Deutsche Institut für Internationale

Pädagogische Forschung (DIPF)

ドイツ国際教育研究所（DIPF）の教育専門雑誌のポータルサイト。各
種リンクも豊富にある。独語・英語対応。

ドイツの教育について調べるなら、まずはここに入り、そこからさま
ざまなリンク先に飛んだり、専門雑誌を検索したりしましょう。教育
に関する情報が豊富です。（小野）

教科書・教育メディア、国際教科書
対話

Georg Eckert Institute for International

Textbook Research
http://bibliothek.gei.de/de.html

Georg Eckert Institute for International

Textbook Research

ドイツ（ブラウンシュヴァイク）にあるヨーロッパを中心とした世界
中の教科書や教育関連メディアの総合研究所のサイト。図書館ほか各
種データベースあり。独語・英語対応。

学校教育、教育メディア、歴史教育問題に関心のある人は、まずはこ
の研究所を訪れることから始めましょう。「国際教科書対話」の活動
実績等もあり、専門家向け、一般向けにさまざまな活動を行っていま
す。（小野）

人文科学や社会科学など科学全般 Dialnet https://dialnet.unirioja.es/
Fundación Dialnet Universidad de la

Rioja

スペイン語やスペイン語以外の雑誌論文や博士論文などが検索でき、
一部はPDFの入手も可能。

スペイン語のデータベースが少ないなかでは貴重。（久野）

スペイン国立図書館の蔵書 スペイン国立図書館の蔵書カタログ http://www.bne.es/es/Inicio/ La Biblioteca Nacional de España スペイン国立図書館の蔵書検索で、入手用ではない。 （久野）

スペイン高等科学研究院出版部によ
る出版物やコレクション

Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC)のカタログ・コレ
クション

http://www.csic.es/publicaciones
Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC)の出版部
スペイン高等科学研究院の出版局が出版する雑誌やコレクションなど
の検索が可能。

（久野）

スペイン・カタルーニャの雑誌、科
学全般

RACO (Revistes Catalanes amb Accés

Obert)
http://raco.cat/index.php/raco/index

RACO (Revistes Catalanes amb Accés

Obert)

スペイン・カタルーニャの雑誌で、オープン・アクセスができるもの
が集められたデータベース。英語でもページあり。

カタルーニャ語だけでなく、スペイン語のものなどもある。（久野）

アジア研究 東洋学文献類目検索第7.4α版 http://ruimoku.zinbun.kyoto-u.ac.jp
京都大学人文主義情報学研究セン
ター

『東洋学文献目録』 1934年度版〜1980年度版と 2001年度版以降の
データ（含未発行分）。

アジア学分野の先行研究を調べるためにまず目を通すべき目録。
（向）

アジア研究 東洋学文献類目検索第6.10版
http://ruimoku.zinbun.kyoto-

u.ac.jp/ruimoku6/index.html.ja

京都大学人文主義情報学研究セン
ター

『東洋学文献目録』 1981年度版以降のデータ。
アジア学分野の先行研究を調べるためにまず目を通すべき目録。
（向）

近現代史
国立国会図書館デジタルコレクショ
ン

http://dl.ndl.go.jp 国立国会図書館
図書・雑誌・古典籍・官報・憲政資料・日本占領関係資料・プランゲ
文庫ほかのデジタル化資料。

明治以前の出版物をデジタル化した近代史ライブラリーを2015年から
統合、オンラインで閲覧できる。（向）
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漢籍 中央研究院漢籍電子文献 http://hanji.sinica.edu.tw 台湾中央研究院
漢籍全文資料庫には十三経や正史など中国歴代の基本漢籍が電子テキ
スト化されていて検索・閲覧できる。

漢語の用例検索や典拠の確認に便利。ただし完全ではないので、最終
的には原典原に当たる必要あり。（向）

台湾　映画
臺灣電影網（バーナーの一番上「電
影査詢瀏覽」が映画作品、映画人の
検索へのリンク）

http://www.taiwancinema.com/CH 臺灣電影網 台湾映画に関する各種情報を掲載。
中国語サイトなので、中国語が分かる人向けですが、いろいろと調べ
るのに便利です。（阿部）

香港　映画
香港電影資料館　研究資料　港産電
影一覧（1914-2010）

http://www.lcsd.gov.hk/CE/CulturalSer

vice/HKFA/documents/2005525/20073

15/7-2-1.pdf

香港電影資料館 香港で製作された映画作品のリスト。
中国語が分からなくてもそれほど問題ないと思います。香港映画の第
一作から近年までを網羅していて有益。（阿部）

中東研究
日本における中東研究文献データ
ベース

http://www.james1985.org/database/dat

abase.html
日本中東学会

1989年以降の日本における中東関係の研究論文や書籍の書誌情報を検
索できる。

1989年以前の文献検索のデータベースのリンクもあります。（向）

中東メディア 日本語で読む中東のメディア
http://www.el.tufs.ac.jp/tufsmedia/com

mon/prmeis/fs/index.html
東京外国語大学

主要な中東メディアのニュースを日本語で検索できる。情報源のアラ
ビア語新聞のサイトへのリンクもある。

日本語で読む東南アジアのメディア、日本語で読む南アジアのメディ
アもあります。（向）

開発・経済成長 World DataBank
http://databank.worldbank.org/data/hom

e.aspx

The World Bank Research and Outlook

Database

世界銀行の加盟国の経済成長や総合的な開発についてそれぞれのデー
タにアクセスできます。

Great source for students who are interested in development and global

economic issues. （UYAR）

開発 World Development Indicators
http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators

The World Bank, World Development

Indicators

世界開発インディケーターで、世界銀行開発報告書のもとのデータに
アクセスできます。

世界銀行のWorld Development Reportのデータにもアクセスできます。

(UYAR)

国際関係 Columbia International Affairs Online http://www.ciaonet.org Columbia International Affairs Online
国際関係や国際政治の課題についてそれぞれのデータベースを纏めて
いるアーカイブ。

Thematic research on a variety of topics in international relations.  (UYAR)

経済 Research Papers in Economics http://repec.org RePEc
経済学に関して、それぞれの学術的なアーカイブを統一で確認できる
データベース。

Data access to resources in more than 89 countries. (UYAR)

アジア太平洋の研究 Asia-Studies Full-Text Online http://www.asia-studies.com Asia-Studies Full-Text Online
アジア太平洋の研究についてそれぞれ研究リソースをまとめている
データベース。

Data on more than 55 countries. (UYAR)
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開発・経済開発・社会開発 OECD Better Life Index
http://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11

111111111
OECD Better Life Index 各国の発展について比較できるデータベース。 More than 30 countries (UYAR).

経済・社会開発 IMF Data http://www.imf.org/external/data.htm IMF Data IMFの各国の経済状況に関するデータ。
World Economic Outlook, Global Financial Stability Report, Fiscal Monitor,

IMF data mapper (UYAR).

アジア研究 ADB Data and Research https://www.adb.org/data/main ADB Data and Research アジアに関する開発及び社会の変化を比較できるデータベース。 Asian Development Outlook, Asian Development Review (UYAR).

UN UN Data http://data.un.org UN Database 国連のデータベース。 United Nations data. (UYAR)

人類学、民俗学 みんぱく図書室 http://lib.minpaku.ac.jp/?lang=japanese 国立民族学博物館
国立民族学博物館図書館ほか各種データベース有。研究報告書など、
多くをPDFで閲覧可能。

吹田市にある国立民族学博物館（通称みんぱく）は、人類学、民俗
学、地域研究関係の活動拠点。膨大なデータベースから文献や資料を
ぜひ探してみてほしい。（渡辺）

文化人類学（日本） 日本文化人類学会文献情報 http://www.jasca.org/ 日本文化人類学会
左側にある「文献情報」をクリックすると、学会誌のデータベース検
索ができるほか、新刊書を含む各種発刊書が紹介されている。

初学者にとっても、文化人類学のなかでどんなことがテーマ化され、
どんなふうに論じられているのか、全体図を把握することができる。
必見！（渡辺）

人類学（イギリス） The Anthropological Index Online http://aio.anthropology.org.uk/aio/ The Royal Anthropological Institute 図書館や各種データベースあり。 イギリスの伝統ある人類学会。（渡辺）

人類学（米国） AnthroSource
http://anthrosource.onlinelibrary.wiley.c

om/

The American Anthropological

Association

図書館や各種データベースあり。会員にならなくても一部の利用が可
能。

アメリカを拠点とした世界最大の人類学会。（渡辺）

オセアニア研究、アジア研究
University of Hawai'i at Manoa Library

- Digital & Digitised Collections

http://library.manoa.hawaii.edu/research

/digicoll.php
University of Hawai'i デジタル化された資料・史料が閲覧可能。

たいへん使い勝手がよく、初学者でも迷うことなくいろんな資料にた
どり着くことができます。オススメです。（渡辺）

オセアニア研究 Oceania Databases
http://cpasru.nl/databases/oceania_datab

ases

Centre for Pacific and Asian Studies,

Radboud University
文献資料のほか、映像資料のデータベースが充実。

オセアニア研究にまつわるドキュメンタリーや映画など、映像資料を
探すために必見のデータベース。（渡辺）
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オセアニア研究 Pacific Islands Report http://www.pireport.org/
Pacific Islands Development Program at

the East-West Center

オセアニア関係のニュース記事が毎日アップロードされているほか、
過去のデータも公開されている。

学術文献と、一般ニュース記事のあいだのような位置づけ。ここで得
られた知見を手がかりに、学術文献へと進んでいってほしい。（渡
辺）

オセアニア研究、ニュージーランド
研究

New Zealand Electronics Text

Collection
http://nzetc.victoria.ac.nz/ Victoria University of Wellington

ニュージーランドやオセアニア関係の学術資料をオンラインで閲覧可
能。

たいへん使い勝手がよく、多くの良質な研究資料を閲覧可能。オスス
メです。（渡辺）

東南アジアドキュメンタリ―プロ
ジェクト

Visiual Documentary  Project
https://sea-sh.cseas.kyoto-

u.ac.jp/documentary_project_top/
京都大学東南アジア地域研究研究所

同大学のプロジェクトの一環であるが、東南アジアの人々の目線から
自社会を鋭くとらえている映像のラインアップ

他者目線ではなく、内側からみた東南アジアの映像作家の成果をオン
ライでみることができる。（王）

地域研究データベース CIAS Area Informatics Projects
http://www.cias.kyoto-

u.ac.jp/database/#cat2
京都大学東南アジア地域研究研究所 図画・映像・建築物・音楽などの情報を利用したデータベースあり。

東南アジア、東アジア、中央アジアなど研究者が作成したデータベー
スを利用し、またその手法も学ぶことができる。（王）

地域研究コンソーシアム Japan Consortium for Area Studies http://jcas.jp/index.html 地域研究コンソーシアム
日本国内97の加組織（大学、研究機関）によって形成された地域研究
連携機関

政治、経済、文化、環境など、アプローチとテーマは多岐にわたり若
手には公募研究の場もある。年次集会は最新の研究成果を知ることが
でき、学外ネットワークと交流には刺激となる。（王）

アジア研究
International Institute for Asian Studies

（IIAS） ニューズレター
http://iias.asia/the-newsletter International Institute for Asian Studies

アジア研究に関する国際的な研究プラットフォームで、アジア研究の
最新情報が手に入る。

（王）

東南アジア研究
Japan　Society for Southeast Asian

Studies

http://www.jsseas.org/link/link_societies

.html
東南アジア学会 東南アジアについての学会、研究会情報の掲載。 学生は最新の研究会や学会の動向を知ることができる。（王）

東南アジア研究
Japan　Society for Southeast Asian

Studies

http://www.jsseas.org/jabseas/download

jabseas.html
東南アジア学会 東南アジア研究についての文献情報。

東南アジアに関する文献（図書、論文）が収録されているので重宝。
2000年までしか収録されていないのが残念。（王）

東南アジア（タイ） The Japanese Society of Thai Studies http://booklog.jp/users/thaigakkai 日本タイ学会 タイに関する文献情報。
本棚形式で文献が情報化されているので、見やすくわかりやすい。
（王）

東南アジア（マレーシア） Japan Association for Malaysian Studies http://jams92.org/ 日本マレーシア学会 マレー世界についての文献。
新刊紹介というかたちで随時文献情報がアップされる。社会連携を積
極的にしている点も参考になる。（王）
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南アジア
Integrated　Area Studies on South

Asia

http://www.indas.asafas.kyoto-

u.ac.jp/shiryoseibi

NIHUプロジェクト南アジア地域研
究

南アジアについての図書や写真データベースの紹介。
最新の南アジア研究の動向と複数大学拠点における最新の学術動向を
知ることができる。（王）

人間文化研究の総合知 National Institute for the Humanities http://www.nihu.jp/
大学共同利用機関法人・人間文化研
究機構

地域研究・人文系学術研究について研究分野別に文献、学術機構、各
データベースの紹介。

学術分野間の情報を網羅し、人文系研究の最新情報かつデータベース
を即時に調べることができる。（王）

人間文化研究の総合知 National Institute for the Humanities http://www.nihu.jp/ 人間文化研究機構
地域研究・人文系学術研究について研究分野別に文献、学術機構、各
データベースの紹介。

人文系学術部門の総合的動向を把握できる。（王）

女性の政治参加、ジェンダー・ク
オータ

Quota Database http://www.quotaproject.org/

International IDEA, 国際議会連盟
（Ｉｎｔｅｒ－Ｐａｒｌａｉａｍｅ
ｎｔａｒｙ　Ｕｎｉｏｎ）ストック
ホルム大学の共同プロジェクト

女性の政治参加と議会に占める女性議員の割合を向上させるための
ジェンダー・クオータ制に関するデータおよび各国の状況を示した
データベース。

世界では法律型ジェンダークオータ制を採用し女性議員の割合を劇的
に増加している国々がたくさんあります。各国の状況を調べるのに最
適なデータベースです。（松久）

ジェンダー平等政策、ジェンダーと
開発

Unwomen digital library
http://www.unwomen.org/en/digital-

library/publications
UN Women

ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのために2010年に創設され

た国連機関Ｕｎwomenの.デジタル図書館。

地域別、国別のジェンダー平等政策の進捗状況に関する年報および個
別のトピックに関するレポートが公開されています。関心のある地
域、国の女性の状況を知るのに格好のサイトです。（松久）

日系アメリカ人の歴史 Densho Encyclopedia http://encyclopedia.densho.org/search/ Densho
1900〜1980年代の日系アメリカ人の歴史をカバーしており、特に第二
次世界大戦中が詳しいです。ドキュメントだけでなく、画像やインタ
ビューも含まれており、人名や事件などキーワードで検索できます。

日系アメリカ人史についての基本的な情報であれば簡単に検索できる
ので大変便利です。アメリカ本土、ハワイの両方の情報が載っていま
す。（物部）

日系アメリカ人の歴史 Densho Degital Archives http://www.densho.org/archives/ Densho
1900〜1980年代の日系アメリカ人の歴史をカバーしており、特に第二
次世界大戦中が詳しいです。ドキュメントだけでなく、画像やインタ
ビューも含まれており、人名や事件などキーワードで検索できます。

日系アメリカ人史についての基本的な情報であれば簡単に検索できる
ので大変便利です。アメリカ本土、ハワイの両方の情報が載っていま
す。（物部）

日系アメリカ人の歴史 Densho Degital Repository http://ddr.densho.org Densho
1900〜1980年代の日系アメリカ人の歴史をカバーしており、特に第二
次世界大戦中が詳しいです。ドキュメントだけでなく、画像やインタ
ビューも含まれており、人名や事件などキーワードで検索できます。

日系アメリカ人史についての基本的な情報であれば簡単に検索できる
ので大変便利です。アメリカ本土、ハワイの両方の情報が載っていま
す。（物部）

世界最大のフルテキストデータベー
ス。新聞・ラジオ等各種メディア、
判例、条約等のオリジナルテクスト

Lexis-Nexis® Academic
http://www.lexisnexis.com/ap/academic

/?lang=ja

アクセス：同志社大学の「図書館オ
リジナルサイト」から「データベー
ス検索ポータル」「新聞記事」
「LexisNexis Academic」と進みま
す。大学内からは自由にアクセスで
きますが、大学外からは、大学に
VPN接続*してからアクセスしてく
ださい。

内容：世界最大のフルテキストデータベースです。諸外国の主要新
聞・雑誌をはじめ、判例集や、テレビ・ラジオニュースのトランスク
リプトまで入手できます。現地の新聞・雑誌に掲載されたオリジナル
記事、判決文、判例、条約文なども入手できます。

*VPN (Virtual Private Network)接続の詳細については、同志社大学のIT

サポートオフィスの解説（http://it.doshisha.ac.jp/service/vpn.html）を参

照してください。VPN接続とは、公共のネットワークを用いて、通信
内容を保護した通信を可能にするアクセス方法で、大学が提供する
データベースを学外から利用するときにはこの接続を設定する必要が
あります。スマホでも設定できますので、ぜひ試してください。（西
納）

北米メディアの広告、マーケティン
グ

Ad*Access https://repository.duke.edu/dc/adaccess

デューク大学特別資料図書館 John

W. Hartman Center for Sales,

Advertising & Marketing History in

Duke University's David M. Rubenstein

Rare Book & Manuscript Library.

The Ad*Access Project, funded by the Duke Endowment "Library 2000" Fund,

presents images and information for over 7,000 advertisements printed in U.S.

and Canadian newspapers and magazines between 1911 and 1955. Ad*Access

concentrates on five main subject areas: Radio, Television, Transportation,

Beauty and Hygiene, and World War II, providing a coherent view of a number

of major campaigns and companies through images preserved in one particular

advertising collection available at Duke University.

アメリカ合衆国のデューク大学（ノースキャロライナ州ダーラム）図
書館の中に特別資料図書館(Special Collections Library)という部門があ
り、そこには「ジョン・ハートマン・センター」という広告専門の研
究センターがあります。ここには大手広告代理店のJ. W. トンプソン社
から寄贈された昔の広告コレクションや豊富な関連資料などが所蔵さ
れ、学術研究用に公開されています。広告文化やマーケティングを研
究する学者にとってきわめて利用価値の高い資料です。（源馬）
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COCA (Corpus of Contemporary

American English)
http://corpus.byu.edu/coca/

BNC (British National Corpus)
http://corpus.byu.edu/bnc/

学位論文のデータベース

ProQuest Dissertations and Theses

Global (旧名称：ProQuest

Dissertations & Theses Full Text)

http://search.proquest.com/pqdtglobal/in

dex?accountid=10542

（学内限定）

ProQuest

北米を中心とした大学から認定された学位論文のデータベース。網羅
する大学は1700以上、毎年追加されている。特に1997年以降の論文の
殆どはフルテキストを収録。

フルテキストが瞬時にダウンロードできることが魅力。卒論のテーマ
選びや資料収集、アウトラインの作成に非常に参考になるでしょう。
特に、序章では研究テーマを選んだ理由や研究意義が先行批判研究と
共に論じられていることが多いので必見。（落合）

アメリカ合衆国、一般雑誌記事・
本・新聞記事・地図・放送番組の原
稿のデータベース

High Bean Research https://www.highbeam.com/ High Bean Research

アメリカ合衆国を中心とした一般雑誌の記事・本・新聞記事・地図・
放送番組の原稿を、著者名・タイトル・分野・キーワードなどから検
索できる。網羅する年は雑誌や新聞によって異なる。登録するとフル
テキストを画面上で読める（有料、無料トライアルあり）。

少し学術からは離れますが、ラジオ番組の書き起こし原稿などを見つ
けることもでき、便利です。検索は無料でできます。（落合）

オンライン百科事典・専門辞典 Gale Virtual Research Library

http://go.galegroup.com/ps/start.do?pro

dId=GVRL&userGroupName=jpdubs&

authCount=1&u=jpdubs

（学内限定）

Gale Virtual Research Library 複数の事典を横断的に検索でき、記事をダウンロードできる。
調査の基本は基礎情報の網羅的な把握です。その強い見方が百科事典
や専門辞典です。最新のテーマに弱いという難点はありますが、「脱
ウィキペディア」をめざし、検索してみましょう。（落合）

日本語による本の連想検索 想 http://imagine.bookmap.info/index.jsp 想
キーワードを入れると、複数の本のデータベースからそのキワードに
関連した本を検索できる。目次や概要が閲覧できるものもある。

データベースの中でも新書マップがお勧めです。レポートのテーマ選
びに悩んだ時に役立ちます。（落合）

英語資料の文献表・注作成の支援サ
イト

Citation Machine http://www.citationmachine.net/ Citation Machine

シカゴ、APA、MLAなどのスタイルをまず選んで、情報を入力する。

どのスタイルを採用するのかは3，4年生はゼミによって異なりますの
で、担当教員に相談すること。

注や文献表の作成に便利です。ただし、このサイトは完全ではありま
せんので、やや注意が必要です（細かいミスがあったり、変則的な資
料は対応が不十分）。（落合）

英語コーパス（アメリカ英語／イギ
リス英語）

アクセス：ブラウザを利用します。
何度か利用しているうちに登録
（Registration）を求められてメール
アドレスとパスワードを入力しなけ
ればなりません。これは利用者のア
クセス調査のためで、登録しても義
務は一切ありませんので、安心して
ください。さらに利用すると、検索
を開始した後に運用資金協力の依頼
が表示され、検索が停止することが
ありますが、しばらく待つと検索が
継続できるようになります。

内容：それぞれ5億語を越えるアメリカ英語、1億語のイギリス英語の
コーパスです。英語の表現検索に大変便利に使えます。特に英語を書
いていて、辞書で調べても連語関係（collocation）がよくわからないと
きなど、ターゲットとなる語の前後の語を検索すると、その語句に近
接して頻繁に用いられる語がわかり、より自然な英語表現を知ること
ができます。

（西納）
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