
 

1/4 

2018年 8月 31日 

利用者各位 

図書館事務課 

 

【再々掲・お知らせ】電子リソースのトライアルについて 

 

先般お知らせいたしました電子リソースのトライアルについて、9月開始分を追加しました。 

南山大学キャンパス内のみアクセス可能です。 

 

記 

 
１． トライアル電子リソース一覧＜下表参照＞ 

9月トライアル開始分を追加しました。 

 

２． ご意見・ご感想： 

次年度以降の電子リソース導入の参考とさせていただきます。是非、アクセスしていただき、図書館までご意

見・ご感想をお寄せください。 

別紙「アンケート用紙」(Wordファイル)にご記入の上、図書館2階学術情報係にご提出ください。メイルの場合

はファイルを添付していただくか、メイル本文に「１．①」「２．○○電子リソース」「３．②・・・」のよ

うに簡単にお答えいただいても結構です。 

 締め切りは2018年10月1日（月）です。 

 

３． 問合せ先：図書館事務課（2階）学術情報係   

内線1353,メイルアドレス lib-ai@nanzan-u.ac.jp 

 

＜下表：トライアル電子リソース一覧＞ 

※トライアル期間中のものは、電子リソース名からアクセス可能です。 

№ 電子リソース名 内容 期間 

同時ア

クセス

数 

1 MLA with Full Text 

 

現在、契約中のデータベース、「MLA International 

Bibliography」（※）のフルテキスト版。 

※米国現代語学文学協会（MLA)が作成する、言語学に関

する書誌・抄録を収録したデータベース。240万件以上

のサイテーションや要約に加え、4,400誌以上の言語学

に関する雑誌記事、書籍、学位論文なども収録。 

2018年 

8月1日～

9月30日 

無制限 

2 LGBT Life with Full Text 

  

LGBTに関する世界中で出版された論文記事のインデッ

クス・抄録情報、さらに全文情報を収録。250誌以上の

インデックス・抄録情報を収録、 うち130誌の雑誌につ

いては論文記事の全文情報を閲覧可能。  

2018年 

8月1日～

9月30日 

無制限 

http://office.nanzan-u.ac.jp/library/item/trial%20work%20sheet.doc
mailto:lib-ai@nanzan-u.ac.jp
http://search.ebscohost.com/login.aspx?group=main&profile=ehost&defaultdb=mlf
http://search.ebscohost.com/login.aspx?group=main&profile=ehost&defaultdb=qth
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3 Fuente Academica Premier 

  

ラテンアメリカ/ポルトガル/スペインなど、ラテン系言

語圏の文献・文化研究のための学術文献全文データベー

ス。ビジネス、経済、政治、法律、コンピュータ科学、

図書館・情報科学、文学、言語学、歴史、哲学、論理学

など様々な分野を包括的に網羅。20ヶ国以上で発行され

た雑誌約1,000誌に加え、約100件の書籍全文情報を収

録。 

2018年 

8月1日～

9月30日 

無制限 

4 Religion and Philosophy 

Collection 

  

宗教学・神学・宗教史・哲学・言語学・倫理学・文化関

連の雑誌論文・記事のインデックス、抄録情報、また全

文情報を提供するデータベース。全文収録雑誌タイトル

は約300誌、そのうち260誌以上が査読誌。 

2018年 

8月1日～

9月30日 

無制限 

5 Nikkei Asian Review 

 

（利用マニュアル） 

※8/31現在、アクセス障害のた

め接続できません。障害が解消

しましたら、図書館Webページで 

お知らせいたします。 

日本経済新聞社が提供する新たな英文ニュースメディ

ア。日本を含めたアジア各国・地域の政策、経済、マー

ケット、企業動向、科学技術や文化まで、深く掘り下げ

られた分析記事を提供。日経新聞の翻訳記事も含め、経

済の専門家による寄稿記事、知識人の洞察、見解、分析

を提供。 

アクセス

障害復旧

次第～9

月30日 

無制限 

6 Early English Books Online 

（EEBO） 

 

（利用マニュアル）  

1473年から1700年に英国で出版（あるいは英語で記述・

刊行）された印刷物を当時そのままのイメージで提供す

る全文データベース。文芸、宗教、歴史から、政治、経

済、科学、芸術、言語学まで、近世英国とヨーロッパに

関する様々な学問分野の約13万点、1,700万ページ以上

の貴重な史料を収録。 

2018年 

7月2日～

9月30日 

無制限 

7 Global Newsstream 

  

（利用マニュアル） 

新聞のフルテキスト・データベース。世界でも影響力が

ある国際紙から、地域に根差したローカル紙まで、およ

そ1980年代までさかのぼって全文検索、閲覧が可能。収

録数は約2,780紙、そのうちフルテキストは約2,550紙。 

＜収録タイトル例＞ 

・The New York Times (1977 - Current) アメリカ 

・The Wall Street Journal (1984 - Current) ｱﾒﾘｶ 

・The Times (1992 - Current) イギリス 

・Financial Times (1996 - Current) イギリス 

・Le Monde (2011 – Current) フランス 

・El Pais (2008 – Current) スペイン 

・Frankfurter Allgemeine (2017 – Current) ドイツ 

・The Straits Times (2011-Current) シンガポール 

 など 

2018年 

8月1日～

9月30日 

無制限 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?group=main&profile=ehost&defaultdb=fua
http://search.ebscohost.com/login.aspx?group=main&profile=ehost&defaultdb=rlh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?group=main&profile=ehost&defaultdb=rlh
https://asia.nikkei.com/
http://office.nanzan-u.ac.jp/library/news/item/trial%20manual_Nikkei%20Asian%20Review.pdf
http://eebo.chadwyck.com/
http://eebo.chadwyck.com/
http://office.nanzan-u.ac.jp/library/item/EEBO-Quick-Reference-Guide.pdf
https://search.proquest.com/globalnews?accountid=45079
https://media2.proquest.com/documents/ProQuest+Quick+Reference+Guide+Japanese.pdf
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8 WestlawNext 

 

（利用マニュアル(英米法)） 

（利用マニュアル(ニュース)） 

主にアメリカ合衆国の法情報を総合的に収録するデー

タベース。全米を網羅する「National Reporter System」

搭載判例、および、判例集未搭載判例をはじめ、連邦・

州法律集、連邦・州規則集を提供。また、約900タイト

ルの米国内発行の雑誌・紀要や、ロイター通信をはじめ

とする世界の新聞・通信社記事・放送記事・雑誌記事な

どを収録。 

2018年 

7月2日～

9月30日 

無制限 

9 ジャパンナレッジLib 

 

（利用マニュアル） 

約50種類の辞事典、叢書、雑誌が検索できる国内最大級

の辞書・事典サイト。 

＜追加コンテンツ例＞ 

・日本歴史地名大系 

・角川古語大辞典 

・新版 角川日本地名大辞典 

・新編国歌大観 

2018年 

9月1日～

9月30日 

4 

10 eol AsiaOne 

※電子リソース名「eol Asia 

One」からアクセス後、

「Automatic Login」をクリック

して利用してください。 

 

（利用マニュアル） 

アジア地域15カ国（※）の上場企業情報データベース。

約20,000社を収録し、国際企業比較を実現。 

※日本、中国、台湾、香港、韓国、シンガポール、フィ

リピン、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、

インド、オーストラリア、ニュージーランド、ロシア 

2018年 

7月2日～

9月30日 

3 

11 The Chicago Manual of Style 

Online 第17版 

 

英語での学術論文の記述方法の基本を記したマニュア

ル。 

2018年 

7月2日～

9月30日 

無制限 

 

12 National Geographic Virtual 

Library  

 

（利用マニュアル） 

米国版National Geographic誌のオンライン版。創刊号

(1888年)～最新号（エンバーゴ2か月）まで、原本から

スキャニングされた誌面イメージで提供。また、ナショ

ナル・ジオグラフィックの提供する書籍、地図、動画、

画像、National Geographic Traveler magazine(2010

年～最新号（エンバーゴ2か月）)なども提供。 

2018年 

7月2日～

9月30日 

無制限 

 

http://www.westlaw.com/search/home.html?rs=IWLN1.0&vr=3.0&sp=NanzanUniv-8100
http://office.nanzan-u.ac.jp/library/item/WestlawNext_manual%28%EF%BC%91%29.pdf
http://office.nanzan-u.ac.jp/library/item/WestlawNext_manual%28%EF%BC%92%29.pdf
https://japanknowledge.com/library/
https://japanknowledge.com/support/lib/guide01.html
https://asiaone.eoldb.com/login.php
http://office.nanzan-u.ac.jp/library/item/AsiaOne_Manual.pdf
http://www.chicagomanualofstyle.org/
http://www.chicagomanualofstyle.org/
http://infotrac.galegroup.com/itweb/jpnzu_trial
http://infotrac.galegroup.com/itweb/jpnzu_trial
http://office.nanzan-u.ac.jp/library/item/NatioGeo_manual.pdf
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13 東洋経済DCL 東洋経済新報社の経済・ビジネス・企業情報誌（全26

タイトル）を検索・閲覧できるデータベース。 

＜収録タイトル例＞ 

・週刊東洋経済 

・会社四季報 

・就職四季報 

・一橋ビジネスレビュー 

・別冊/臨時増刊/MOOK 

・データバンクシリーズ(海外進出企業総覧、CSR企業総

覧 等)  など 

2018年 

7月2日～

9月30日 

10 

14 Web of Science 

 

（Web of Science概要） 

（利用マニュアル）  

膨大な引用文献情報を収録した学術研究情報データベ

ース。国際的に、あるいは特定の地域や分野において、

現在最も影響力のあるジャーナルや学術書、会議録、研

究データ等が何であるのか、その情報を検索可能。 

2018年 

9月1日～

9月29日 

無制限 

15 Academic OneFile  

 

（利用マニュアル） 

自然科学から人文・社会科学まで、雑誌約15,000誌、新

聞、報告書、事典、ビデオ等雑誌以外の約3,300タイト

ルを含む、総計約18,300タイトルを提供するアグリゲー

ター系ジャーナルデータベース。エンバーゴのある雑誌

はわずか5％、速報性を重視。 

2018年 

9月1日～

9月30日 

無制限 

 

以 上 

 

 

https://dcl.toyokeizai.net/ap/cert/4f975e87cc464f64060a7e6852345bf4/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e/
http://apps.webofknowledge.com/
https://clarivate.jp/products/web-of-science/
http://office.nanzan-u.ac.jp/library/news/item/trial%20manual_WoS.pdf
https://infotrac.galegroup.com/itweb/jpnzu
http://office.nanzan-u.ac.jp/library/news/item/trial%20manual_Academic%20OneFile.pdf

