2021年4月更新

【プラット・フォームの記号凡例】
CA:Cambridge
CI:CiNii
JN:Japan Knowledge
L:LEX

CN:CNKI
E:EBSCO
G:Gale
JD:J-DAC
N:NII-REO
P:Proquest
T:TKC

１．本・雑誌を探す
①愛知大学図書館の資料
データベース・電子ブック名
愛知大学OPAC

内容
愛知大学図書館・研究所の資料を検索できます。

ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑ
-

②他大学図書館の資料
（補足）他大学に直接訪問して資料を閲覧したり、他大学から資料を借りる、コピーを取り寄せるといったことが可能です。

データベース・電子ブック名

内容

ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑ

国立国会図書館オンライン

国立国会図書館の蔵書検索システムです。国内で刊行されている図書や雑誌が検
索できます。

-

CiNii Books

国内の大学図書館の蔵書が検索できます。

CI

Webcat Plus

国立情報学研究所（NII）が提供する無料の情報サービスです。全国の大学図書館
1000館や国立国会図書館の所蔵目録、新刊書の書影・目次DB、電子書籍DBなど、
本に関する様々な情報源を統合して、 それらを本・作品・人物の軸で整理した形で提
供しています。また、人間の思考のように例示によって関連情報を求める「連想検索」
機能も提供されています。

-

内容

ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑ

③電子ブック
データベース・電子ブック名
Cambridge Books Online

Cambridge Books Onlineは、ケンブリッジ大学出版局が分野毎にまとめた電子ブック
のコレクションです。

CA

EBSCOhost eBook Collection

学術系eBookコレクションです。本学では、思想・社会、歴史、芸術、心理学・精神医
学、生活・健康、文学、言語学の和書および著作権フリーの洋書を利用することがで
きます。

E

Gale eBooks

人文社会科学系の著名なレファレンスをオンラインで提供するサービスです。複数の
タイトルを横断して検索することも可能です。百科事典や年鑑 信頼できるレファレンス
シリーズなど、幅広い分野の価値あるタイトルを提供いたします。

G

Maruzen eBook Library

丸善が運営する学術書籍に特化した電子書籍配信サービスです。
＜主な電子ブック＞
・有斐閣 基本書
・アルク TOEIC対策
・センゲージラーニング 多読本
・マイナビ 就活ブック
・地球の歩き方
・岩波書店 新日本古典文学大系
・富士通FOM IT関連参考書
・中央経済社 経営学入門書

-

Oxford Scholarship Online(OSO)

オックスフォード大学出版局の学術専門書をオンライン化した電子プラットフォームで
す。人文、社会科学、法学、数学、物理、医学の20分野を網羅しており、約17,000タイ
トルが収録されています。一年間に12回の更新で新刊を追加し、最新性も維持されま
す。

-

ProQuest Ebook Central Mediated DDA

世界の学術出版社・大学出版局から集めた良質な学術書eBookを130万点以上搭載
する、研究機関向けの電子書籍サービスです。検索、オンライン閲覧、ダウンロード、
ブックシェルフ、引用、マーカーハイライトなど、利用者の研究・学習を強力にサポート
する便利な機能が充実しています。最大５分の試し読み機能があり選書ツールとして
も利用ができます。

P

音声機能付きの多読リーダー電子ブックです。
アメリカの小・中学校で実際に使用されている英語教材で、Science＆Tech1のコレク
ROSEN（PowerKiDS）Interactive eBooks ションから36タイトルが収録されています。
すべてのタイトルが英語朗読音声付きで英語の読解力と同時にリスニング力の向上
も期待できます。

-

1

内容

ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑ

Taylor & Francis eBooks

Taylor & Francis Groupは、イギリスに拠点を置くInforma社の一部門である学
術出版社です。1852年の設立以来、質の高い学術図書、学術ジャーナルを
出版。世界中の研究者、学会、大学、図書館と協力し、様々な分野の質の高
い学術情報を出版しています。

-

Wiley Online library

Wileyは、多数のジャーナルと書籍を出版する国際的な学術出版社です。
Wiley Online Libraryは、研究者をはじめとする読者が自分のニーズにあった
コンテンツを発見し、利用するための機能を備えています。

-

Erlebte Rede in der Rede Philipp
Jenningers

Erlebte Rede in der Rede Philipp Jenningers（古書）のPDF版です。

-

The Goldsmiths’-Kress Library of
Economic Literature 1450-1850.
Making of the Modern World,PartⅠ

15世紀半ばから1850年までの経済史・経営史・社会思想史を中心とする社会科学関
係の書籍61,000点、同時代に創刊された定期刊行物445点を収録したデータベースで
す。分野は、政治・社会・地誌・人口・移民…など多岐に渡っており、近世から近代に
至る社会科学関係の資料としては一級の価値があります。
元々は、ロンドン大学ゴールドスミス文庫とハーバード大学経営大学院クレス文庫に
収録されている資料をマイクロフィルム化した「Goldsmiths’-Kress Library of
Economic Literature」（本学所蔵あり）をデジタル化したもので、ページ数は1,200万に
及びます。

N

19世紀後半から20世紀初頭までの社会学・経済学・経営史分野の5,000タイトル、120
万ページあまりを収録しています。主に、書籍、報告書、通信、演説、調査報告からな
Making of the Modern World,PartⅡ:1851- り、収録言語の約50％は英語以外の言語（フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、スカ
ンジナビア語、イタリア語、スペイン語等）となっています。近代的企業の誕生と発展、
1914.
女性の権利・労働運動など、当時の経済と社会のあり方を知る上での貴重な資料集
成となっています。

N

データベース・電子ブック名

④電子図書館
内容

ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑ

電子図書館では、図書館で収集・集積しているさまざまなデジタル化資料を検索・閲
覧できるサービスをご利用いただけます。インターネットを通じて様々なデバイス上で
電子書籍の貸出、予約を行うことができます。

-

内容

ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑ

学術機関リポジトリデータベース（IRDB）

日本の学術機関リポジトリに蓄積された学術情報（学術雑誌論文、学位論文、研究紀
要、研究報告書等）を横断的に検索することができます。

-

国際税務データベース

「月刊国際税務」のＷｅｂ版（最新号、2016年１月号からのバックナンバー）が利用でき
ます。
※利用する際にはカウンターにお申込下さい。

-

国立国会図書館オンライン

国立国会図書館の蔵書検索システムです。国内で刊行さ れている図書や雑誌が検
索できます。

-

データベース・電子ブック名
LibrariE

２．雑誌記事・論文を探す
①国内の雑誌記事・論文
データベース・電子ブック名

東洋経済新報社が刊行する、経済・ビジネス・企業情報を検索・閲覧できるサービス
です。『週刊東洋経済』『会社四季報』『就職四季報』など東洋経済新報社が刊行する
主要雑誌だけでなく『CSR企業総覧』や『海外進出企業総覧』など国内外企業を独特
東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー の切り口で分析したデータバンクシリーズも収録しています。『週刊東洋経済』のうち、
明治28（1895）年11月15日の創刊号から平成27（2015）年までの週刊東洋経済アーカ
イブズのデータベースは、Japan Knowledgeからも記事を検索・閲覧できます。

-

日経BP記事検索サービス

日経BP社が発行している『日経ビジネス』や『日経パソコン』など 30誌以上の雑誌記
事が検索できます。また、記事の本文も見ることができます。

-

法学紀要データベースWeb版

大学発行の法学紀要の全文を検索・表示可能なデータベースです。
※現状では目次情報のみの検索・表示となっております。

T

戦前期の「明治・大正・昭和前期雑誌記事データベース」に、国立国会図書館の「雑
誌記事索引」および岩田書院等の協力で「地方史文献年鑑」などの地方雑誌のデー
ざっさくプラス（雑誌記事索引データベース）
タを搭載したデータベースです。また国立情報学研究所のWEBCATとの連携で掲載
誌の所蔵機関を同時に表示します。

2

-

内容

ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑ

ルーラル電子図書館

月刊誌「現代農業」や「農業総覧 原色病害虫診断防除編」「農業技術大系」「聞き書
日本の食生活全集」など「食と農」をテーマにした農文協の出版物などを、まとまりの
ある単位ごとに(たとえば記事単位に)、デジタルデータで豊富に収録しています。農
作物の病気・害虫の写真データをはじめとした実用的なデータベースとして、農業に
携わる方はもちろん、「自然と調和した暮らしや社会づくり」に役立つ“食と農の総合
情報センター”としてさまざまな場面で幅広くご活用いただけます。

-

CiNii Articles

日本の学術論文を中心とした論文情報を提供するサービスです。膨大な論文情報の
中から簡単に目的の論文をさがすことができます。学協会誌や研究紀要の論文本文
の閲覧や、リンクにより他サイトの本文などの参照もできます。

CI

D-VISION NET

ダイヤモンド社が提供する、企業情報データベース・サービスです。
ダイヤモンド社が独自に収集した、有力企業１万６千社、２０万事業所の豊富なデー
タを収録しています。また『週刊ダイヤモンド記事情報』『DIAMONDハーバード・ビジネ
ス・レビュー記事情報』などダイヤモンド社が出版する雑誌記事の全文利用ができま
す。就職活動における企業研究に、レポート作成や卒論の資料に、そしてまた最新の
ビジネス動向の把握にお使いいだだけます。

-

ELDBアカデミック

1988年からELNETに蓄積された新聞約100紙・雑誌約250誌を一括して横断敵に検索
できるデータベースです。
※代行検索となります。利用する際はカウンターにお申込みください。

-

データベース・電子ブック名

文部科学省及び日本学術振興会が交付する科学研究費助成事業により行われた研

KAKEN:科学研究費助成事業データベース 究の当初採択時のデータ（採択課題）、研究成果の概要（研究実績 報告、研究成果

-

概要）、研究成果報告書及び自己評価報告書を収録したデータベースです。

Library and Information Science

三田図書館・情報学会の機関誌。図書館・情報学の研究成果を広く網羅しています。
№83（2020）より閲覧でき、初号から82号までの論文は、オープンアクセスや抄録での
利用になります。
なお、冊子体は№82（2019）で終了。

-

MagazinePlus

625万件の雑誌記事情報に加え、戦後国内の学術雑誌が刊行した人文社会系の年
次研究報告や学術論文集8,000冊、45万件の論文タイトル情報を加えた、総計670万
件にのぼる国内最大の 雑誌・論文情報データベースです。

-

Web OYA-bunko（大宅壮一文庫雑誌記事 日本で唯一の雑誌専門図書館「大宅壮一文庫」の雑誌記事索引です。1988年から最
新号まで、約370誌から採録した190万件以上の記事索引を一気に検索できます。
索引検索）

-

②海外の雑誌記事・論文
データベース・電子ブック名

内容

ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑ

CUP Journals

Cambridge University Press が提供するオンラインジャーナルデータベースです。人
文社会科学分野約250誌が利用可能です。

C

EBSCOhostポータル

外国雑誌をインターネットで検索し、得られた論文の全文・抄録を印刷・保存・E-Mail
送信できるオンラインデータベースです。
このEBSCOhostポータルからは、本学が契約しているこちらのデータベースにアクセ
スできます。
・Business Source Premier（マーケティング、経営、MIS、POM、会計、金融など）
・EconLit with Full Text（社会科学分野中心の学術誌）
・Regional Business News（地域ビジネス関連出版物）
・SPORTDiscus（スポーツ、スポーツ医学関連記事）

E

Gale Product Menu

Galeは、学校の図書館や企業向けの研究および教育出版に積極的に取り組んでい
るデータベース・ベンダーです。Gale Product Menuからは、本学が契約しているデー
タベースにアクセスができます。
・Gale Academic OneFile（アグリゲーター系ジャーナルデータベース）
・Gale General OneFile（学術ニュースデータベース）
・Gale In Context: Global Issues（グローバル人材育成データベース）
・Gale In Context Opposing Viewpoints（英語資料を集めた学習用データベース）
・Gale OneFile: LegalTrac（法律関係索引・フルテキスト）
・Gale OneFile Popular Magazines（アクセス頻度多数雑誌データベース）

G

JSTORは、1995年に創設された電子図書館で900社以上の出版社からコンテンツが
提供されています。コアな学術雑誌の総合的かつ信頼性の高いアーカイブです。

JSTOR

本学の契約では、「Arts & Sciences I」をご利用いただけます。
「Arts & Sciences I」は、経済学、歴史学、政治学、社会学、言語学、教育学など人文
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しています。

-

Kinokuniya JournalWeb

『Journal Web』では、図書館が契約されている学術雑誌、特に電子ジャーナル(OJ)を
利用しやすいよう様々なツールと情報を提供しています。リンクリストである「OJ
Linker」ではタイトルワード・出版社・ISSN・分野等で雑誌タイトルを検索することが出
来ます。

-

OUP Journals

Oxford University Press が提供するオンラインジャーナルデータベースです。人文社
会科学分野約180誌が利用可能です。

-

3

内容

ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑ

ProQuest

雑誌・新聞記事をインターネット経由で入手できるサービスです。提供される記事の形
態は、索引･抄録、全文、全文＋画像に加え、各記事のページイメージも提供されま
す。現在、以下のデータベースが利用可能です（詳細についてはサイト内参照）。
・ABI/INFORM Collection（ジャーナル、論文など定期刊行物）
・Coronavirus Research Database（コロナウイルス関連）
・Linguistics Collection (1973-Current)（言語学の要約（LLBA）・インデックス・全文）
・New York Times(1980 - 現在)
・Publicly Available Content Database
・Research Library（人文社会科学から自然科学・医学まで総合的・学際的全文）
・The Wall Street Journal (1984 - 現在)

P

ScienceDirect

ScienceDirect（サイエンスダイレクト）は、エルゼビアが発行する科学・技術・医学・社
会科学分野のフルテキストの論文から信頼性の高い書籍まで百万件の学術文献を
有するデータベースです。
愛知大学では図書館が契約する電子ジャーナルの全文を利用することができます。

-

SourceOECD Books and Periodicals

OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development)の刊行物がオンラ
インで利用できます。

-

皮書数据庫

中国社会科学院社会科学文献出版社による学術研究成果のデータベースです。

-

データベース・電子ブック名

中国の雑誌記事索引を検索できます。ここから全文を見ることもできます。

CNKI 中国学術雑誌データベース

CNKI 中国博士・修士学位論文データ
ベース

【閲覧可能範囲】
・文史哲輯
：創刊号から
・政治・軍事・法律輯 ：創刊号から
・教育・社会科学総合輯：1994年から
・経済・管理輯
：1994年から

CN

2000年以降、980余の研究機関から発表された27万余件の博士学位論文および701
の研究機関による約258万件の修士学位論文を収録しています。収録された論文の
うち、博士論文の約65%、修士論文の約56%は、CNKIだけの独占収録論文です。

CN

【閲覧可能範囲】
文学・歴史・哲学輯、政治・軍事・法律輯、教育・社会科学総合輯、経済・管理輯

３．新聞記事を探す
①国内の新聞
内容

ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑ

聞蔵Ⅱ(朝日新聞記事データベース)

1984年8月以降の東京本社ニュース面や、明治・大正・昭和(戦前)の朝日新聞縮印版
を検索、閲覧できます。その他、『知恵蔵』、『アエラ』『週刊朝日』の検索、閲覧ができ
ます。また、スマホ版では、近１週間の朝日新聞の記事が検索、閲覧できます。

-

中日新聞・東京新聞記事データベース

中日新聞社が発行する「中日新聞」「東京新聞」の最終版の 主要記事を蓄積し、毎日
新しい記事が追加されます。中部地方各県版や地方版を提供し、中日新聞ならでは
の中部地方の 情報をくまなくカバーしています。

-

日経テレコン21

日本経済新聞社がインターネット上で提供するオンラインサービスです。日経が発信
する1日1,500本もの速報ニュースやマーケット情報などのリアルタイム情報、そして写
真やグラフ、映像といったマルチメディア情報が参照できます。

-

毎索(毎日新聞記事データベース)

毎日新聞の朝刊・夕刊の全文(1987年～)、及び各支社、地方面の記事も収録してお
ります。また、明治5(1872)年創刊号～平成11(1999)年までの紙面も閲覧できます。そ
の他、「Mainichi Daily News」「週刊エコノミスト」も検索できます。

-

ヨミダス歴史館(読売新聞データベース)

明治7(1874)年の創刊号から最新号まで、1,000万件以上の読売新聞記事が検索・閲
覧できるデータベースです。今後逐次、地域版の記事も検索が可能となるようです。
また人物情報として現代の人物約2万2,000人が収録された『よみうり人物データベー
ス』が利用可能です。

-

ELDBアカデミック

1988年からELNETに蓄積された新聞約100紙・雑誌約250誌を一括して横断敵に検索
できるデータベースです。
※代行検索となります。利用する際はカウンターにお申込みください。

-

Factiva.com

最新のビジネス情報を配信するサービスです。世界の主要新聞記事や地方紙・業界
紙などから企業情報や市場動向などを読むことができます。

-

G-Search

全国100万社以上の企業の概要・財務情報、最大で1987年から収録している全国
紙、地方紙、専門紙などの新聞記事データベース、40万人以上の人物プロフィール情
報をはじめ、様々なサービスメニューを提供しています。
※代行検索となります。利用する際はカウンターにお申込みください。

-

データベース・電子ブック名

4

②海外の新聞
内容

ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑ

ジャパンタイムズ・デジタル

英字新聞として国内で最大の発行部数を誇るジャパンタイムズの電子版です。２４時
間体制で記事が随時更新され、日本の最新ニュースを英語で読むことができます。

-

Factiva.com

最新のビジネス情報を配信するサービスです。世界の主要新聞記事や地方紙・業界
紙などから企業情報や市場動向などを読むことができます。

-

New York Times
(1980-Current)

New York Timesは、アメリカ合衆国ニューヨーク州に本社を置くニューヨーク・タイム
ズ社が発行する日刊高級新聞紙です。New York Timesには、重要な文書、スピー
チ、大統領記者会見の全文を発行しているため、米国の公式新聞と見なされていま
す。 New York Times紙の記者は150年の歴史を通じて、多数のピューリッツァー賞を
受賞しています。

P

Nikkei Asia

独自の視点から切り取ったアジア各国・地域の特集記事やニュースはもちろん、日本
経済新聞朝刊・夕刊に掲載された記事の英訳や、アジアの主要企業の企業情報を配
信しているデータベースです。

-

The Wall Street Journal
(1984-Current)

The Wall Street Journalは、、ニューズ・コーポレーションの子会社であるダウ・ジョー
ンズ社が発行する国際的な影響力を持つ日刊経済新聞です。

P

データベース・電子ブック名

The Wall Street Journal 電子版

ダウ・ジョーンズ社が発行している経済・ビジネス日刊紙です。
世界58 ヵ国で80 の支局、2,000 人ものジャーナリストを有する偏りのない独立した報
道姿勢を貫く信頼性の高い新聞です。
ウォール・ストリート・ジャーナルの強みであるFRBなど各国中央銀行に関する記事、
そしてシリコンバレーをはじめIT業界の最新ニュースが掲載されています。
英語・日本語・中国語に対応しています。

-

※初回利用時にアカウントの作成が必要です。
「人民日報」は中国ではもっとも影響力と権威のある新聞です。過去70年来「人民日
報」は中国政府の代弁者と唯一の拠点として、中国及び世界の人々に中国中央政府
人民日報 People’s Daily (1946-present) と中国共産党の政治法規、政治動向や経済情報などを発表しています。「人民日報」
は創刊されて以来、中国の社会と政治情報を知るバロメーターとなっています。

-

2000年以降の中国で発行された重要新聞360種以上を収録。毎年125万件の情報が
追加されています。新聞記事を直接見ることができます。

CNKI 中国重要新聞データベース

【閲覧可能範囲】
：創刊号から
・文史哲輯
・政治・軍事・法律輯 ：創刊号から
・教育・社会科学総合輯：1994年から
・経済・管理輯
：1994年から

CN

４．辞典・辞書を調べる
データベース・電子ブック名

内容

角川古語大辞典

※『JapanKnowledge』のページが表示されますので、ログインして利用してください。
二十余年間にわたる周到緻密な編集作業を経て刊行された古語辞典の最高峰で
す。古今雅俗にわたる約十万の豊富な語彙を収録。一般語から法制語・経済語・通
言・隠語などの専門用語、固有名詞にいたるまで、数多くが立項されています。

研究社オンライン辞書検索サービス

研究社出版の英和・和英辞典が検索できるサービスです。 大学院レベルの語彙数を
収録しているリーダーズ・プラスが利用できるだけでなく、定評のある新英和中辞典・
新和英中辞典も利用可能となっています。和英辞典では「新和英大辞典」が検索可
能となっており、英語実務・英語学習に威力を発揮する大型辞典を網羅していること
が大きな特徴です。利用できる辞典は12種類におよび、マルチ辞書検索にも対応し
ています。

ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑ
JN

-

BNC Online
The British National Corpus(BNC)は書き言葉（9000万語）、話し言葉（1000万語）両
方のイギリス英語を集めた１億語から成るコーパスです。１４分野のサブコーパスを
任意に選択して検索できます。オックスフォード大学、大英図書館、ランカスター大
学、OUP、ロッグマンなどで構成されるBNCコンソーシアムが構築した最もバランスの
とれたコーパスです。

小学館コーパスネットワーク

Wordbanks Online
HarperCollins社が作成した約６億５０００万語のコーパスBank of English（BOE）のう
ち、公開可能なサブコーパスとして提供されているものを指し、規模は約１億語です。
新聞・雑誌・放送言語など１６のサブコーパスに分類されています。COBUILD英英辞
書の元になった有名なコーパスです。イギリス英語以外にもアメリカ英語やオーストラ
リア英語などが収集されています。
JEFLL Corpus
日本人中高生１万人の英作文コーパス。日本語やローマ字使用が認められており、
どのような単語をうまく英語にできなかった等、英語学習の分析が可能です。
PERC Corpus
医学、生物、物理、数学、化学、通信等の科学技術・理工学分野における、著作権使
用許諾を得た１７００万語の学術雑誌論文から成るコーパスです。
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-

内容

ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑ

Japan Knowledge

日本大百科全書、現代用語の基礎知識、日本人名大辞典をはじめ、総項目数約186
万、書籍約2万冊分の膨大な知識データの一括検索できる「OneLook検索」、時事用
語や経済情報などが満載の日変わり・週変わりのコンテンツ等の言葉だけでなく、多
彩なマルチメディアコンテンツが掲載されているデータベースです。明治28（1895）年
11月15日の創刊号から平成27（2015）年までの『週刊東洋経済』（アーカイブズの
データベース）や古代から近世までのあらゆる分野の書目を分類・収録した『群書類
従』も利用可能です。

JN

Oxford English Dictionary Online:OED
Online

オックスフォード英語大辞典オンライン版（Oxford English Dictionary Online:OED
Online）は、１９８９年出版のOED第２版のテキストをそのまま収録し、さらに最新情報
も追加・アップデートされるオンライン・レファレンスです。ことばの移り変わりとことば
への対応の変化、文化の流れなどが対比できる画期的な辞典となっています。

-

Oxford Research Encyclopedias：
American History

Oxford University Press が提供する多分野デジタル百科事典です。
各専門分野の第一線の研究者によって書かれ、査読を経た記事が定期的に更新さ
れる信頼性の高い記事を提供しているデータベースです。
本学の契約では、「American History」をご利用いただけます。

-

データベース・電子ブック名

５．法律・判例に関する情報を調べる
内容

ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑ

判例秘書INTERNET（法学部生専用）

基本データベースには判例約２１万件を収録。また、基本データベースは電子復刻化
された主要な法律雑誌・文献の論文・評釈・記事と判例・解説と相互リンクしているの
で、判例と関連する論文・解説など二次情報へ瞬時にアクセスできます。『判例タイム
ズ』『金融商事法務』『労働判例』『金融・商事判例』「銀行法務２１』ほか、有斐閣デー
タベース（『ジュリスト』『判例百選』『法学教室』『六法全書』）の検索、閲覧ができま
す。

-

LEX/DBインターネット

明治8年の大審院判決から今日までに公表された判例や明治24年以降の税務判決
および国税不服審判所裁決事例等を収録したデータベースです。

L

法律文献総合INDEX

『法律時報』(日本評論社)の文献記事情報と判例評釈を創刊号から検索できるデータ
ベースです。法律や政治に関係する単行図書や主要な法律雑誌に掲載された論文
記事情報などもあわせて検索できます。判例評釈にはLEX/DBインターネットとの判
例リンクがあるため、判例の全文を確認することが可能です。

L

データベース・電子ブック名

TKCローライブラリーでは、下記のコンテンツを利用することができます。
判例百選電子版
判例百選及び重要判例解説の刊行後10年未満でかつ各誌の最新版を、号数・記事
名・執筆者名などで検索し、版面そのままのPDFで閲覧できます。
判例百選アーカイブ
判例百選及び重要判例解説は刊行後10年を経過したもの及び10年未満でも改訂さ
れたものを収録、併せて、基本判例解説シリーズ、基本判例シリーズ等を収録し、号
数・記事名・執筆者名など で検索し、版面そのままのPDFで閲覧できます。

ＴＫＣローライブラリー

法学教室電子版
法学教室の最新号を含む刊行後4年未満のバックナンバーを、号数・記事名・執筆者
名などで検索し、版面そのままのPDFで閲覧できます。

T

法学教室アーカイブ
法学教室（第1期）・法学教室（第2期）・月刊1号～刊行後4年を経過したバックナン
バーを、号数・記事名・執筆者名などで検索し、版面そのままのPDFで閲覧できます。
民商法雑誌電子版
民商法雑誌１４１巻１号（2009年10月15日号）～最新号
※最新号は発行日付（通常隔月15日）と同日に収録されます。収録期間以前のコン
テンツは、名古屋図書館カウンターにてDVDを用意しています。

Super法令Web

法務省責任編集による我が国最高権威の法令集｢現行日本法規｣に基づいた信頼の
法令データベースです。憲法・条約・法律・政令・太政官布告・太政官達・皇室令・勅
令・閣令・府省令・告示・規則等について、約17,000件超の法令を収録（一部未施行を
含む）。また、平成14年以降の法令履歴検索に加え、一部の法令については制定時
からの履歴を収録しています。

T

新・判例解説Watch

注目の判例、重要な判例の解説を提供するロージャーナルです。大学・法科大学院
教員を中心とする執筆体制により、解説をいち早く提供します。

T

公的判例集データベース

『最高裁判所民事判例集』、『最高裁判所刑事判例集』等の公的判例集全２４誌を
データベース化。判例の原典をPDFで閲覧いただけます。

T

法学紀要データベースWeb版

大学発行の法学紀要の全文を検索・表示可能なデータベースです。
※現状では目次情報のみの検索・表示となっております。

T

6

データベース・電子ブック名

内容

ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑ

学界回顧Web版

法律時報別冊『学界回顧』を収録したデータベースです。

T

判例回顧と展望Web版

法律時報別冊『判例回顧と展望』を収録したデータベースです。

T

法律時報Web版

法律雑誌『法律時報』を収録したデータベースです。

T

判例タイムズ

判例タイムズ社から出版されている『判例タイムズ』を昭和25年創刊号から直近6ケ
月まで収録したデータベースです。表示形式をPDF形式にしている為、雑誌そのまま
のイメージで閲覧することができます。判例評釈等の当該判例、参考判例について
は、LEX/DBインターネットの判例全文を表示します。

T

判例地方自治

地方公共団体が当事者となっている行政・民事の裁判例（地方自治判例）を収録。重
要判例には解説等を登載。あわせて、連載講座や訴訟情報など実務記事も多数収
録しています。

T

交通事故民事裁判例集Web

交通事故に関する民事判決から実務・理論上意義のあるものを厳選して紹介する唯
一の交通事故専門判例集で、交通事故を扱う弁護士・裁判官など実務家のバイブル
の１つとなっています。

T

季刊刑事弁護・無罪判例要旨

株式会社現代人文社発行の『季刊刑事弁護』本誌（年４回発行、１月・４月・７月・１０
月の各１０日発行）に掲載された論文・記事や判例評釈等を、創刊号から最新号の１
年前までの号について、書誌情報（テキスト）と本文（PDF）の形式で収録しています。
その他、データベース提供用として現代人文社制作の「無罪判例要旨」も収録してい
ます。

T

季刊労働法

『季刊労働法』データベースは、株式会社労働開発研究会発行の『季刊労働法』（年４
回発行）に掲載された論文・記事や判例評釈等を、創刊号から最新号まで収録してい
ます。

T

金融法務事情

金融財政事情研究会発行の『金融法務事情』（毎月１０日、２５日発行）に掲載された
論文・記事や判例評釈等を、創刊号から最新号の６ヶ月前までの号について、書誌
情報（テキスト）と本文（PDF）の形式で収録しています。

T

株式会社日本評論社提供による憲法・民法・刑法・民訴・刑訴・会社法のコンメンター
ルのWeb版です。法改正、最新判例、判例変更などに迅速かつ正確に対応し、最新
【憲法】【民法】【刑法】【民訴】【刑訴】【会社法】
の解説を見ることができます。

T

インターネットコンメンタール

第一法規が提供する税務・会計監査関係の法令・通達・資料約2,800件という豊富な
情報量を収録。検索画面もわかりやすく、絞込み検索や引用法令へのリンク機能な
どが充実しています。

税務・会計データベース

・DHC Premium（コンメンタール法人税法 Digital、コンメンタール×所得税務釈義
Digital、コンメンタール消費税法 Digital、コンメンタール相続税法 Digital、会社税務釈
義 Digital）

-

・D1-Law.com（法令・通達集 税務・会計法規）

Legal Trac

各国のロー・レビュー、法律関係の主要な専門誌など法律分野の定期刊行物約1800
誌以上の記事索引を収録し、うち約290誌についてフルテキストを提供するデータ
ベースです。

G

Westlaw Next

世界中の判例、法令、行政関連資料、法律雑誌、法律百科事典、弁護士年鑑、
ニュースおよびビジネス情報を網羅した世界最大規模のリーガル・リサーチ・システム
です。

-

Folk on the Delaware General
Corporation Lawオンライン版

米国の最も重要な会社法・デラウェア州一般会社法をセクションごとに取り上げ、この
分野の主要な専門家による最新の見解と分析を掲載したデータベースです。
デラウェア州の会社法は、事実上米国内の会社法となっており、企業や事業体に関
する法律と最先端の判例法は実務家を惹きつけ、デラウェア州を企業や事業体の形
成の場と見なされています。
また、この掲載内容は、デラウェア州以外の州の裁判所でも定期的に引用されていま
す。
セクションごとの構成・オンライン版の特性である検索機能により、最近の法律や最も
重要なケース（報告されていない意見を含む）・法律原文と分析・解説を容易に調べる
事が可能です。

-

Lextenso（フランス法雑誌データベース）

フランスLextenso社のデータベースです。
雑誌25誌、書籍126タイトル、判例260件以上が収録されています。

-

ドイツを代表する法律系出版社ベックが刊行する数多くの重要雑誌・書籍をオンライ
ンで提供するデータベースです。ベック社の刊行物に加え、デ･グルイター、ノモス社
のコンテンツも拡充されています。

ベックオンライン

契約モジュール
・民法プレミアム
・刑法プレミアム
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６．企業情報を調べる
データベース・電子ブック名

内容

ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑ

東洋経済新報社が刊行する、経済・ビジネス・企業情報を検索・閲覧できるサービス
です。『週刊東洋経済』『会社四季報』『就職四季報』など東洋経済新報社が刊行する
主要雑誌だけでなく『CSR企業総覧』や『海外進出企業総覧』など国内外企業を独特
東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー の切り口で分析したデータバンクシリーズも収録しています。『週刊東洋経済』のうち、
明治28（1895）年11月15日の創刊号から平成27（2015）年までの週刊東洋経済アーカ
イブズのデータベースは、Japan Knowledgeからも記事を検索・閲覧できます。

-

eol DBタワーサービス(有価証券報告書)

有価証券報告書・半期報告書が閲覧・印刷・保存できるデータベースです。配信デー
タはHTML形式のみならず、PDF、CSVなどのフォーマットも選択できるため、用途に
あわせた効率的な利用が可能となります。対象は全国証券取引所およびJASDAQ上
場企業のデータとなります。

-

D-VISION NET

ダイヤモンド社が提供する、企業情報データベース・サービスです。ダイヤモンド社が
独自に収集した、有力企業１万６千社、２０万事業所の豊富なデータを収録していま
す。また『週刊ダイヤモンド記事情報』『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー記事
情報』などダイヤモンド社が出版する雑誌記事の検索、閲覧ができます。就職活動に
おける企業研究に、レポート作成や卒論の資料に、そしてまた最新のビジネス動向の
把握にお使いいだだけます。

-

Factiva.com

最新のビジネス情報を配信するサービスです。世界の主要新聞記事や地方紙・業界
紙などから企業情報や市場動向などを読むことができます。

-

NEEDS-Financial QUEST(新企業財務
パッケージ)

日経NEEDSに収録される企業財務、株式・債券、マクロ経済、産業統計など様々な
ジャンルの経済データをインターネット経由で取得できるデータ検索サービスです。
※利用する際にはカウンターにお申込下さい。

-

７．デジタルアーカイブ
データベース・電子ブック名

内容

ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑ

※『経葉デジタルライブラり』のプラットフォームで利用ができます。
「週刊ダイヤモンド」デジタルライブラリです。
フリーワード検索から、週刊ダイヤモンドの記事を検索できます。

週刊ダイヤモンド

収録巻号：
・大正期 1913年（大正2年）5月～1926年（大正15年）12月 計377冊
・昭和期1 1927年（昭和2年）1月～1932年（昭和7年）12月 計233冊
・昭和期2 1933年（昭和8年）1月～1938年（昭和13年）12月 計232冊
・昭和期3 1939年（昭和14年）1月～1945年（昭和20年）12月 計235冊
・昭和期4 1946年（昭和21年）1月～1967年（昭和42年）12月 計1,115冊
・昭和期5 1968年（昭和43年）1月～1983年（昭和58年）12月 計821冊
・昭和期6／平成期1 1984年（昭和59年）1月～1999年（平成11年）12月 計788冊
・平成期２ 2000年（平成12年）1月～2015年（平成27年）12月 計782冊

山一證券株式会社 第一期 オンライン版

（株）極東書店出版物である「東京大学経済学図書館所蔵資料 山一證券株式会社
第一期 マイクロ版 第１集～第１２集」を基とし、再編集したものです。
本学の契約では「第４集」のみご覧いただけます。

大平正芳関係文書（オンライン版）

第68・69代内閣総理大臣をつとめた大平正芳（1910〜1980）が残した文書を閲覧する
ことができます。大平正芳自筆の日記・手帳から、書簡、外務省や通産省などの官庁
資料、国会答弁・演説用の原稿資料、選挙関係資料、さらには大平の回想録執筆に
あたって行われた政財官の重要人物へのインタビュー記録など、膨大かつ多様な原
史料で構成されています。

-

-

JD

商工会議所の関係資料を網羅的に収録するデータベース。

全国商工会議所関係資料

本学では以下の資料が閲覧可能です。
・第Ⅰ期：東京商工会議所関係資料（明治10年～昭和40年）
・第Ⅱ期：東アジア日本人商工会議所関係資料（明治36年～昭和20年）
・第III期：国内各地商工会議所および日本商工会議所関係資料（明治20年～昭和20
年）の中部地域と近畿地域が閲覧可能。

JD

地方制度と地方分権（オンライン版）

戦後の地方自治の制度改革設計に関する資料集や地方行政調査委員会会議等の
議事録、地方自治の基礎資料となる改正地方制度資料や地方自治月報等、豊富な
資料を閲覧することができます。資料の検索にあたり、ご利用前にサイトの使用マ
ニュアルをご覧ください。

JD

通産政策史資料（オンライン版）

戦前・戦後における産業政策全般を、商工省・通産省の政策史編纂により記録した一
次資料「商工政策史・通商産業政策史関係収集資料」のうち第1回配本、吉野信次寄
贈資料 簿冊数280件を閲覧することができます。

JD
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データベース・電子ブック名

内容

ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑ

各都道府県が明治以降毎年刊行してきた各地域における人口、農業、工業、漁業、
都道府県統計書データベース（オンライン版） 行政など様々な項目についての統計書を提供しています。 本学契約のデータベース
は関東及び中部地域をカバーしています。

JD

※『J-DAC（ジャパン デジタル アーカイブズ センター）』のプラットフォームで利用がで
日本近代文学館所蔵 太宰治自筆資料集 きます。
日本近代文学館が所蔵する太宰治の自筆資料、初出誌紙、同人誌など87点を検索・
（オンライン版）
閲覧可能。 太宰治の直筆原稿、草稿類および旧制中学・高校時代の日記・学習ノー
ト、教科書類も含まれる。

JD

我妻栄関係文書（オンライン版）

※『J-DAC（ジャパン デジタル アーカイブズ センター）』のプラットフォームで利用がで
きます。
戦後を代表する法学者 我妻栄（1897‒1973）の膨大な旧蔵資料のうち、憲法、司法制
度、民法、民訴関係、借地・借家、原子力の分野を収録。
我妻が参加した法制審議会や研究会の部会資料を中心に構成され、とりわけ民法改
正、司法制度改革、原子力損害賠償法制定関係の資料が充実しています。

JD

東洋経済新報/週刊東洋経済デジタル
アーカブズ

※『JapanKnowledge』のページが表示されますので、ログインして利用してください。
明治28（1895）年11月15日の創刊号から平成27（2015）年までの『東洋経済新報』『週
刊東洋経済』のデジタルアーカブズです。また、東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラ
リーと連携して2016年から最新号の検索も合わせて可能です。

JN

Web版日本近代文学館

※『JapanKnowledge』のページが表示されますので、ログインして利用してください。
『Web版日本近代文学館』は、「CD-ROM版・DVD版近代文学館」のWeb版です。「太
陽」「文芸倶楽部 明治篇」の2誌からなる近代雑誌データベース(書籍総冊数：815
冊、書籍総ページ：283,000ページ)です。

JN

鎌倉遺文

※『JapanKnowledge』のページが表示されますので、ログインして利用してください。
『鎌倉遺文』は、竹内理三氏（元東京大学史料編纂所所長、東京大学名誉教授、早
稲田大学名誉博士）が24年の歳月をかけて刊行した一大史料集です。正編42巻、補
遺4巻だけでなく、補遺編・東寺文書3巻も加え、鎌倉時代の古文書約3万6,000通の
詳細検索が可能です。

JN

群書類従（正・続・続々）

※『JapanKnowledge』のページが表示されますので、ログインして利用してください。
古代から近世末期まで、歴史・文学・宗教・言語・風俗・美術・音楽・遊芸・教育・道徳・
法律・政治・経済・社会、その他各分野にわたる書目を分類収録した一大叢書。全文
横断検索可能。

JN

新編 国歌大観

※『JapanKnowledge』のページが表示されますので、ログインして利用してください。
和歌文学研究の最高峰。勅撰集・私撰集・私家集・歌合など1162集の歌集本文と解
題を収録。歌集名や作者の検索はもちろん、約４５万首の和歌・漢詩を語彙からも”よ
み”からも検索できます。さらに、特定の歌集、もしくは歌集種別や時代区分などで検
索結果を絞り込めるので、目的の歌にすばやくたどりつくことが可能です。

JN

Cambridge Histories Online

歴史学のレファレンスシリーズとして高い評価を得ているCambridge Historiesのオン
ライン版です。アメリカ史や本の歴史、地域史といった特定のテーマまたはタイトルが
15学術分野に渡り収録されています。(2012年8月時点で312タイトル収録)

CA

中国が西洋諸国と交流を持ち、強国へと政治的・社会的に変化する激動の1793～

China: Trade, Politics and Culture, 1793- 1980年を紹介したオリジナルの英語文献を収録したデータベースです。イギリス・アメ
リカの外交官、宣教師、商人、観光者の中国における活動や観察に関する資料に加
1980 (近現代中国データベース)

-

え、雑誌、絵、地図、写真、デッサンを提供しています。

Chinese Newspapers Collection

清朝末期（1832年）から中華人民共和国成立直後（1953年）の中国において刊行され
た英字新聞・雑誌12誌を収録しています。
上海の主要紙であるChina Weekly Review、Shanghai Times、China Pressに加え、上
海以外の北京や広州の新聞も収録しています。

P

19世紀から20世紀の英国下院議会資料を、フルテキストで収録しているデータベース

House of Commons Parliamentary
です。1660-1834年の期間については下院の議会文書に加え、上院議会の文書や
Papers, Online 18C/19C/20C英国会議資 19・20世紀下院議会文書では提供されない文書類(議事速記録、議会日誌など)を提
供しています。英国、植民地及び周辺諸国の歴史、社会、政治、経済、外交政策を研
料オンライン版
究する上で、利用価値の高い一次資料です。
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N

データベース・電子ブック名

内容

ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑ

Wiley Digital Archivesのうち次の学協会アーカイブを契約しています。
①The Archives of the Royal Anthropological Institute
②The Archives of the Royal Geographical Society

Wiley Digital Archives

①世界で最も長い歴史をもつ人類学会として知られるThe Royal Anthropological
Institute of Great Britain and Ireland （RAI・英国王立人類学協会）が所蔵するアーカ
イブ資料をデジタル化したデータベースです。
1763～2016年の資料をカバーし、人類学者やRAIの会員による手稿・書簡・報告書・
学会発表・議事録・地図・調査・フィールドノート・絵画・データ・収集品など多岐にわた
る資料から構成されています。

-

②The Royal Geographical Society（RGS・英国王立地理学会）が所蔵する15世紀から
20世紀半ばまでのアーカイブ資料をデジタル化したデータベースです。
収録されている資料の大半はこれまで未刊で、原資料から新たにデジタルスキャンさ
れたものです。
収録資料の種類は、地図・地図帳・海図・探検の報告書・フィールドノート・日記・灰色
文献・絵画・論文の草稿・写真・会議録・講演録・収集品など多岐にわたります。
分野的にも広範な学際的領域をカバーし、歴史および文化地理学・人文地理学・人
類学・地域研究・地図作成術・植民地研究・開発研究・歴史社会学など多様な分野に
おける研究・教育ニーズに役立ちます。

大公報

『大公報』は、1902年に天津で創刊され、現在も刊行されている中国でもっとも歴史の
ある中国語新聞であり、評論・教育・経済・文化・国際関係などの記事を読むことがで
きます。
このオンライン版は、上海・重慶・香港・桂林・漢口版など様々な都市で刊行された版
も収録されています。

-

愛知大学貴重書デジタルブック

2009年度までに実施してきた図書館所蔵の貴重書文庫コレクションデジタル化事業
の成果として、「霞山文庫」及び「菅沼文庫」のデジタル版の一部を公開しています。
(Windowsのみ。印刷・ダウンロード不可)

-

８．上記の分類に属さないデータベース
内容

ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑ

官報

昭和22年5月3日・日本国憲法施行日以降～当日発行分(当日分は午後3時以降に公
開)までの官報が検索できます。

-

iJAMP

時事通信社が提供する行政情報データベースです。
１９９６年以降の中央省庁・地方自治体の政策動向や、行政・一般ニュースを検索し
閲覧できます。

-

データベース・電子ブック名

国際間の競争力についてのユニークで包括的なデータベースです。1989年以降、

IMD Global World Competitiveness Online IMDから出版された先端的な年次報告書『IMD World Competitiveness Yearbook』の

-

20年間のシリーズが含まれています。

MathSciNet

AMS（American Mathematical Society：米国数学会）が提供する、世界の数学文献を
カバーする包括的な書誌・レビューデータベースです。

-

NII電子リソースリポジトリ（NII-REO）

国立情報学研究所が運営する電子ジャーナル等の学術コンテンツ提供サービスで
す。このNII-REOには、国立情報学研究所、大学図書館コンソーシアム等、及び各出
版社との協議・契約に基づき決定したコンテンツ（人文社会科学系電子コレクション及
び電子ジャーナルアーカイブ）が搭載されています。

N

OECD Economic Outlook Statistics and
Projections Database

さまざまな経済統計について過去の傾向と今後の予測を収録しています。 需要と
GDP、デフレーターと価格、一般政府勘定、家計と企業部門、労働市場、金融データ、
外国為替市場、国際収支、供給ブロック、石油市場、その他の原料物資などが含ま
れています。
また、このパッケージに含まれる年2回刊行の報告書『OECD Economic Outlook』は、
OECD経済総局による生産、雇用、価格、経常収支など主要項目に関する見通しの
分析を直近2年分収録しています。

-

Oxford Economics Global Economics
Forecasts

「Oxford Economics」が提供している191ヵ国の経済予測情報データベース及びマクロ
経済分析レポートのうち、14ヵ国分（※）のGDPや物価等の経済指標、人口動態等の
社会的データやツーリズムデータ、マクロモデルを根拠にした分析が収録されていま
す。Excel、PDF形式でのダウンロードも可能で、各種データのスプレッド・シートも提供
されています。
（※）日本、米国、メキシコ、イギリス、中国、韓国、台湾、シンガポール、インドネシ
ア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム、インド

-

Oxford Islamic Studies Online

イスラーム学者として著名なJohn L. Espositoが編集するオックスフォード大学出版局
「イスラーム研究」のオンライン版です。イスラーム研究に関連する項目数：3,000件以
上、地図、図版、表、王朝系図等の視覚的な資料、イスラーム史及び他の歴史的背
景を記録した年表、イスラーム研究に役立つ重要な用語及び概念解説を掲載してい
ます。

-

Taxation & Economic Reform in America 現在の米国経済の状況につながる、18世紀後半まで遡った米国の税制改革および
A Historical Archive,1781-2009(米国税 経済政策に関する900巻以上そして約90万ページの電子化された立法経緯の資料に
アクセス可能です。
制・経済改革オンラインデータベース)

-
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