
図書館を使いこなそう！2012図書館を使いこなそう！2012

論文探索編論文探索編
海外論文コース②海外論文コ ス②
(EBSCOhost)

お茶の水女子大学附属図書館

03 5978 5839 lib f@ h j03-5978-5839  lib-ref@cc.ocha.ac.jp

レファレンスカウンター（月-金 9-12,13-17時）



レポートと文献の関係献

利用評価テーマの
決定

調査

もれなく検索
できた？幅広く情報を集める場合

学習研究
使ったら

情報源は
信頼できる？

環境問題
について
調べよう

どんな文献が
ある？

使ったら
「参考文献」
として明記

書かれている
ことは
正しい？

先行文献

正しい？

Critical
Thinking効率よく入手する場合

文献は
どこにある？
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Thinking効率よく入手する場合

参考：三重大学国内文献検索講習会（平成19年度）教材



オンライン探索ツールを選ぶオンライン探索ツールを選ぶ

1.検索エンジンでは探せない情報がある。
2目的に応じたさまざまなデータベース2.目的に応じたさまざまなデ タ ス
データの収録範囲など特長はさまざま。

– 検索対象：図書情報、雑誌記事・論文情報、新聞記事情報・・・
– 検索言語：日本語・英語・・・

データベースを
使わないなんて

もったいない– 検索言語：日本語 英語
– 収録エリア：国内、海外、中国・・・
– 収録分野：人文、社会、自然科学・・・
– 全文の提供:ある、ない

もったいない
よ！

– 接続環境：学内ネットワークのみ、どこからでもOK・・・
– 同時アクセス人数：制限の有無

3.検索機能、データの活用など年々進化

図書館では２０以上のデータベースを契約し、
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図書館HPから提供しています。



検索エンジンとデータベースは何が違う？検索エンジンとデータベースは何が違う？

• 検索エンジンは万能じゃない• 検索エンジンは万能じゃない。

検索エンジン 深層W bは表層W bの５倍以上検索エンジン

Google, Yahoo･･･

○ ×

深層Webは表層Webの５倍以上。
データベースだけがみつけられる情報が多数存在。

ex: 論文情報、本文テキスト

深層Web
表層W b

○ ×

深層Web

■動的Webページ（データベースの検索結果など）
■クロールを許可しないページ

表層Web
・研究者のページ
・図書館トップページ

■パスワードで保護されたページ

・出版社サイトの記事本文
・お茶大で所蔵する資料 など

・出版社の新刊書案内
など
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お茶大で所蔵する資料 な



データベースとは？データベースとは？

般• 一般的には
「ある目的のために、関連性のある一定の情報を収集・整
理・保存し、それを抽出・検索できるようにしたもの」

• 図書館でデータベースというと・・・図書館でデ タ スというと
上記定義に加えて

「ある特定の分野に関してある特定の分野に関して

出版社や新聞社や特定の機関が作成したもの。

パソコンを使用してオンライン（W b）でパソコンを使用してオンライン（Web）で
検索・閲覧できるもの」
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EBSCOhostの特長
何が調べられる

豊富で信頼性の高い情報が多数収録されている。
主な収録コンテンツ：海外の雑誌記事・論文情報
SCOPUSと比べると人文科学系 社会科学系の情報が充実

●何が調べられる？
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■単なるキーワード検索だけじゃない。充実の探索機能。

■検索結果の保存、出力が簡単。

●文献の探索、本文へのリンク、探索結果の活用が行える。

■検索結果の保存、出力が簡単。

（文献管理ツールへの書き出し、印刷、メール送信など）

※EBSCOアカウント取得でより便利に。

66基本は、学内ネットワークから。 ※設定をおこなえば、学外からも利用可能
いつでも、何人でも、アクセスできます。



EBSCOhostの収録データベース
① Academic Search Premier
人文、社会、自然、医療、理工等、幅広い分野を網羅した学術文献データベース

豊富な収録タイトル： Index収録タイトル：約8,600誌 （うち査読誌：7,400誌）
フルテキスの充実： 収録タイトル：約4,600誌（うち査読誌：約3,900誌）
100タイトル以上の重要誌については、初号から1970年前後まで遡って全文を収録
引用文献・被引用文献のリンクがあり、検索が可能

② P INFO② PsycINFO
American Psychological Association (APA)によって製作された、学術誌の記事、
章、書籍、論文を集めた著名な抄録集。行動科学と精神医学の査読誌を専門と
する最大規模の資料する最大規模の資料

③ Library, Information Science & Technology Abstracts
500 以上の中心的な雑誌、50 以上の主要な雑誌、および 125 の厳選された雑誌
のインデックスに加え 各種書籍 研究報告書 議事録などを収録したデ タベ スのインデックスに加え、各種書籍、研究報告書、議事録などを収録したデータベース

④ Teacher Reference Center
教職と管理職向けの最も有名な 270 を超える雑誌のインデックスと抄録を提供

⑤GreenFILE⑤GreenFILE
環境に対して人間が与える影響のあらゆる側面をカバーした詳細な研究データを
収録

⑥eBook Collection (EBSCOhost) New
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⑥eBook Collection (EBSCOhost)
eBook(電子書籍)の和書600冊余りと、洋書約3500冊の全文からの検索が可能。



図書館HPからEBSCOhostへ

学外からの
アクセスはアクセスは
こちらから
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My EBSCOを使うy 使

M EBSCOの機能My EBSCOの機能
• ユーザー設定、検索履歴を保存
• フォルダを使用して調査結果を整理、
自分用の文献リストを作成
（作成後はメール、印刷、
リモートアクセスができる。）

• キ ワ ド登録で 定期的に• キーワード登録で、定期的に
新着論文案内を受け取れる。
（アラート機能）

• フォルダを他のユーザーと共有
• 他のユーザーのフォルダを表示
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My EBSCO：アカウントの新規作成y 新規作成

EBSCOhostのマークにリボンがかかったのが、
Myページの表示
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My EBSCO：マイフォルダの整理y

「フォルダに追加」
の時点で

内容を自動分類

検索アラート/雑誌アラート
登録しておいた検索式/雑誌の登録しておいた検索式/雑誌の
検索結果に更新があったときに
新着案内メールを受け取れる
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TOPページ：データベースを選ぶTOP ジ デ タ スを選ぶ

・検索したいデータベースに
チェックを入れて「続行」
※複数選択可※複数選択可
※「すべて選択」チェックも
あります。

または、ま 、
・データベース名をクリック
※1つのみ
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詳細検索①：キーワードの選び方

検索範囲を選択

例題：pollution とchild developmentをAND検索

検索範囲を選択
・内容的に合うものを検索
→ AB Abstract
・より広い検索より広 検索
→ TX All Text
・特に選択しない場合
→著者、論題、キーワード、
雑誌名 抄録雑誌名、抄録

◆ 「入力した語順どおりに検索」で単語を並べて入力すると、
ほぼフレ ズ検索と同様の検索ですほぼフレーズ検索と同様の検索です。

★ AND検索をしたいときは…
●検索ボックスごとに単語を入力
●1つの検索ボックスで、単語 and 単語 のように入力
検索 ド「 ペ 自動的 ” を れ 検索●検索モード「スペースに自動的に”AND”を入れて検索」

★ OR検索も使えます…
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eBookは和書もあるので、
日本語でも検索可。



詳細検索②：検索オプション
検索オプション

・検索モードの変更

・全文収録論文のみの検索

・学術誌（査読あり）のみの検索

・出版年の指定

など、検索条件を限定できます。
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検索結果のみかた①

○論題をクリック
→論文の詳細へ
○虫眼鏡マークにポインタ

ヒットした件数

○虫眼鏡マークにポインタ
→別画面で抄録preview

●PDF全文 もしくは HTML全文
→本文が読める。

●フォルダに追加ォ 追
→気になるものをフォルダに一時格納。
マイ EBSCOhostに登録すれば
長期保存も可能！

● クされた全文●リンクされた全文
→電子ジャーナル（外部サイト）へのリンク
（お茶大で契約があれば全文が読める）

●OPACを検索するヒットしたデータが
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●OPACを検索する
→お茶大OPACの検索結果へリンク

ヒットしたデータが
学術誌、定期刊行物、
書籍からを示す。



検索結果のみかた②
検索するデータ

並べ替え
・Date…：日付順（降順、昇順）
・Source：資料順
・Relevance：関連度

ベースの変更

・Relevance：関連度
・Author:著者順

・検索履歴を利用して再検索をする。
・アラートをかける・アラ トをかける。
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検索結果の絞込み

ニーズに合わせた絞込み
●出版年：新しいものが読みたい
●全文収録論文 すぐ 全文を手 入れた●全文収録論文のみ：すぐに全文を手に入れたい
●学術誌（査読）：信頼性の高い文献が欲しい

・資料タイプの絞込み
● 定期刊行物
● 書籍／研究論文

・検索するデータベースの変更
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検索結果の詳細画面（抄録）

リンクを活用
この著者の他の論文
この雑誌の他の号へ

ツール
●フォルダに追加
●印刷

類似した内容

●印刷
●メール
●保存
●引用のスタイルを

類似した内容
の論文を再検
索

整える
・・・ など

あらかじめ設定されたサブジェクトの
中で、あてはまるものを表示
→テーマが同じ論文を探す
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→テ マが同じ論文を探す
（検索結果へ直接リンク）



類似した内容の論文類似 た内容 論文
（一致度の高いものから表示）

複雑な検索式が
自動的に入力される

連度 高 表関連度の高い順に表示
※先頭はさっき選んだ文献
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便利な使い方①：統制用語で検索する
（サブジ クト 検索）（サブジェクトの検索）

サブジェクトはデータベース
ごとに設定されているため、とに設定されて るため、
検索したいデータベースを
選択します。
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motherから始まるサブジェクトの検索

①
mother
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複雑な検索式も簡単設定

④

③

②②
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サブジェクトが一致するものを検索

2323



便利な使い方②:出版物リストをチェック

各データベースごとに、どんな雑誌が収録されているかチェックできる。
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便利な使い方③：自宅やiPhoneで利用する

お茶大の教職員、学生であることが確認できれば利用できます。

＜利用方法＞

①お茶大プロキシサ バ経由で

iPhoneアプリ
でも利用でき

New

①お茶大プロキシサーバ経由で
・設定方法はITセンターHP「IT便利帳」で紹介
・プロキシサーバで接続許可しているサイトのみ

す。

プ キシサ で接続許可しているサイトのみ

・そのほかのサイトにはアクセスできません

②EBSCOhostの学外アクセス専用アカウントで
・アカウント申込は図書館へ（メール/カウンター）
・EBSCOhost専用のアカウントです。

①②とも、「全文へのリンク」がみられないことがある。
学内でできることをすべて再現できるわけではないことに注意！
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学内でできることをすべて再現できるわけではないことに注意！



掲載誌がわかっているときは
■冊子のジャーナルを探す→「OPAC」

■電子ジャーナルを探す→「電子ジャーナルリスト」

タイトルの一部やISSNから検索。

＊をつければ語句の部分 致検索ができます＊をつければ語句の部分一致検索ができます
例）child＊ → child も children も検索

出版社/提供社名が出版社/提供社名が
電子ジャーナルサイトへのリンクです。
収録年のチェックを忘れずに！

26出版社、提供会社別に探したいときはこちらから



お茶大になかったら…
本文入手の可能性のある情報源を

献 ピ を 寄 （ 献複 寄 ）

Google Scholarなどを検索してみよう
大学サイトなどで本文を無料公開してるケースもあります。

本文入手の可能性のある情報源を

「お茶の水女子大学学術情報LINK」で
確認できます

文献のコピーを取り寄せる（文献複写取り寄せ）

お茶大には所蔵がない雑誌や図書に収録されている論文のコピーを
所蔵機関から取り寄せることができます。
海外 （北米 British Library 韓国）からも取り寄せできます！

コピーの取り寄せは、

オンラインサービスから
も申し込めます。

※要事前申請海外 （北米、British Library、韓国）からも取り寄せできます！
※学部・院生は無料！
※速達の場合や一部機関からの取り寄せは有料になります。
取り寄せまでには、通常1週間かかるのでお申込みはお早めに！

※要事前申請
※学部４年生、院生、

研究生、科目等履修生、
教職員のみ

所蔵大学図書館を訪問利用する

所蔵している大学図書館を訪問し、閲覧・複写をすることができます。

跡見学園女子大学・
日本女子大学へは、
学生証だけで訪問できます♪
両校の所蔵検索 のリンクは訪問利用を受け付ける大学の多くは、お茶大図書館からの『紹介状』を要します。

行きたい図書館が決まったら、訪問希望2日前までに『所蔵調査申込書』を
レファレンスカウンターへ直接、またはEメールかFAXで提出してください。

両校の所蔵検索へのリンクは
お茶大図書館HP
（相互利用協定校）にあります。
所蔵を確認して行きましょう。

申し込みやご相談は レファレンスカウンターへ
月-金 9：00-12：00 13：00-17：00
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検索のしかたなどの相談もお気軽にどうぞ！
オンラインサービス（ASKサービス）からの質問もお待ちしています



<チャート式>海外論文探索編のまとめ

入手する参考文献、先行研究を探すテーマの決定 レポート
作成

データベース・データベース・

電子ファイル国内論文

国内論
文コース

デ タ ス
電子リソース一覧
デ タ ス
電子リソース一覧

出版社サイト
電子ジャーナルリスト

雑誌名で検索CiNii
ＲｅｆＷｏｒｋ
ｓ

論文

J-STAGE

海外論文

百科事
典活用
編

検索エンジン
Google Scholar 
論文名で検索 「参考文献」

を
明記

キーワードを
調べる EBSCOhost

社会科学

SCOPUS
・自然科学

雑誌（冊子体）
基本
編

編

海外論
文コース

明記

・社会科学
・人文科学 お茶大にあるかを

調べる（OPAC）
雑誌名で検索基本編

各種お申込
や

相談はお気
軽にレファレ

カウ

本/eBook

他大学に
あるか調べる

（WebCAT）
雑誌名で検索

文献の取寄せ

訪問利用
新聞記事

新聞記事
探索編

キーワード検索
サブジェクト検索
引用リンク

My EBSCO

ンスカウン
ターへ
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雑誌名で検索 訪問利用


