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2020年  6月  30日  

利用者各位  

図書館事務課  

 

【お知らせ】電子リソースのトライアルについて  

 

下記のとおり、電子リソースのトライアルを実施いたします。  

電子リソースの利用に際しては、図書館 Webページ電子リソースポータルページの「電子リソース（電子  

ブック、電子ジャーナル、データベース等）の利用について」を熟読してください。  

 

記  

 

１． 電子リソーストライアル一覧＜下表参照＞  

 

２． 利用手順  

【学内からの利用】  

・下表から利用したい電子リソース名をクリックし、アクセスする。  

【学外からの利用】  

①図書館 Webページ電子リソースポータルから学外接続サービスにログインする。  

 （AXIAのアカウント名とパスワードでログイン）  

②下表から利用したい電子リソース名をクリックし、アクセスする。  

③利用を終了する時は、①の電子リソースポータルページで学外接続サービスをログアウトする。  

 

３． 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。トライアルをご利用後は、ぜひ図書館まで

ご意見・ご感想をお寄せください。アンケートは、PORTAのアンケート機能、または、別紙アンケート用紙

（Wordファイル）に記入のうえ、図書館 2階学術情報係まで提出してください。メイルの場合は、ファイルを

添付していただくか、メイル本文に別紙アンケートの項目について簡単にお答えいただいても結構です。  

【  アンケート締切：2020年 10月 1日（木 ）  】  

 

４． 問合せ先：図書館事務課（2階）学術情報係   メイルアドレス： l ib-a i@nanzan-u.ac. jp  

 

＜下表：電子リソーストライアル一覧＞ 

№ 【分野】電子リソース名 内容 期間 
同時ア

クセス

数 

1 【辞書・事典】 

Oxford Research 

Encyclopedias(OREs) 

 

（英語版 利用マニュアル） 

OUP が提供するデジタル百科事典コレクション。以下 12 モ

ジュールが対象。 

・American History（米国史） 

・Oxford Classical Dictionary（古典学） 

・Climate Science（気候科学）  

・Communication（コミュニケ—ション） 

・Criminology and Criminal Justice（犯罪学＆刑事司法） 

・Education（教育） ・Environmental Science（環境科学） 

・International Studies（国際学） 

・Latin American History（中南米史） ・Linguistics（言語学）   

・Literature（文学） ・Politics（政治学） 

2020年 

7月1日～

9月30日 

無制限 

http://zj2eb6ja3q.search.serialssolutions.com/
https://login.leyline.nanzan-u.ac.jp/login
http://office.nanzan-u.ac.jp/library/news/item/2020_ER%20sheet.docx
http://office.nanzan-u.ac.jp/library/news/item/2020_ER%20sheet.docx
mailto:lib-ai@nanzan-u.ac.jp
https://leyline.nanzan-u.ac.jp/login?url=https://www.oxfordre.com/
https://leyline.nanzan-u.ac.jp/login?url=https://www.oxfordre.com/
http://office.nanzan-u.ac.jp/library/item/ORE_Tour.pptx
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2 【宗教・哲学】 

キリスト教神学百科事典 

Theologische Realenzyklopädie 

Online (TRE) 

 

（ドイツ語英語版 利用マニュアル） 

1976年から2004年までおよそ30年をかけて全36巻が刊行さ

れた、キリスト教神学研究の現在の全状況を一覧できる専門

的な百科事典。2,500を超える記事(28,000ページ以上のテ

キスト)を収録。内容はキリスト教神学研究、調査、教育、さら

に歴史、哲学、ユダヤ人研究、宗教学などの隣接領域にわ

たる。本文はドイツ語表記。インターフェースは英語とドイツ

語の切替可能。 

 

2020年 

7月1日～

9月30日 

無制限 

3 【宗教・哲学】 

聖書とその受容百科事典  

Encyclopedia of the Bible and Its 

Reception Online (EBR) 

 

（英語版 利用マニュアル） 

（ドイツ語版 利用マニュアル） 

聖書とその受容に関する唯一かつ包括的な百科事典。ヘ

ブライ語聖書/旧約聖書、新約聖書、歴史的コンテクストに

ついての知見から、各宗教、文学、視覚芸術、音楽、映画

にまでおよぶ聖書の受容を収録。50 カ国、4,000 人の研究

者が記事を執筆。年間およそ 1,500 件の新しい記事を追

加。「キリスト教神学百科事典」（TRE）および de Gruyter が

発行している神学ジャーナルにもリンクしている(各データベ

ース契約が必要)。 

 

2020年 

7月1日～

9月30日 

無制限 

4 【政治学】 

Political Sciences Complete 

 

（日本語版 利用マニュアル） 

*EBSCOhost全体のマニュアルで

す。 

British Politics、Ethnopolitics、Journal of Women、Politics & 

Policy を始め、トップランクの学術誌に加え、近年出版され

た参考資料、専門家による会議発表資料など、あわせて

1,200タイトル以上（うち約 500誌が査読誌）の刊行物の全文

情報、3,000 タイトル以上（うち 2,000 誌以上が査読誌）の抄

録とインデックスを提供するデータベース。収録分野は、法

制執務、比較政治学、政治理論、国際関係、人道主義問

題、NGO など。 

 

2020年 

7月1日～

9月30日 

無制限 

5 【法令・判例】 

Westlaw Next 

 

（日本語版 利用マニュアル） 

（英語版 利用マニュアル） 

 

※昨年度トライアル実施時に、 

好ましくないダウンロード操作が 

見受けられました。利用にあたって 

は、利用規約やガイドラインにそっ

て適切にご利用ください。 

アメリカ法を中心とする法情報オンラインサービス。全米を網

羅する「National Reporter System」、USCA®及び業界唯一

の註釈版連邦規則集、West’s®、Annotated Code of 

Federal Regulations を独占提供。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。 

 

2020年 

7月1日～

9月30日 

無制限 

6 【データ・統計】 

INDB 大規模統計 Finder 

 

（日本語版 利用マニュアル） 

各省庁公表の大規模な基礎統計資料を統計書の構造に沿

ってデータベース化。国勢調査、経済センサス、工業統計

表、商業統計表、家計調査、全国消費実態調査などの膨大

なデータを収録。情報収集の効率化が見込める。 

 

 

2020年 

7月1日～

9月30日 

30 

7 【データ・統計】 

Passport Category Level 

オンラインデータベース 

 

（日本語版 利用マニュアル） 

（英語版 利用マニュアル） 

消費財をはじめとした各産業の市場規模やブランドシェア、

各国のGDPや人口統計、自然環境、ライフスタイル等といっ

たマクロデータを 1 箇所で利用できるデータベース。過去+

将来予測を含む統計データに加えて、アナリストが分析した

カントリーレポートなどのレポート類も充実。 

 

2020年 

7月1日～

9月30日 

無制限 

https://leyline.nanzan-u.ac.jp/login?url=https://db.degruyter.com/db/tre
https://leyline.nanzan-u.ac.jp/login?url=https://db.degruyter.com/db/tre
https://leyline.nanzan-u.ac.jp/login?url=https://db.degruyter.com/db/tre
https://leyline.nanzan-u.ac.jp/login?url=https://db.degruyter.com/db/tre
https://db.degruyter.com/staticfiles/content/dbsup/TRE_00_Search_Help.pdf
https://leyline.nanzan-u.ac.jp/login?url=https://db.degruyter.com/db/ebr
https://leyline.nanzan-u.ac.jp/login?url=https://db.degruyter.com/db/ebr
https://leyline.nanzan-u.ac.jp/login?url=https://db.degruyter.com/db/ebr
https://leyline.nanzan-u.ac.jp/login?url=https://db.degruyter.com/db/ebr
https://www.degruyter.com/supplemental/db/ebr/EBR_Online_User_Guide_en.pdf
https://www.degruyter.com/supplemental/db/ebr/EBR_Online_User_Guide__de.pdf
https://leyline.nanzan-u.ac.jp/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?group=main&profile=ehost&defaultdb=poh
https://leyline.nanzan-u.ac.jp/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?group=main&profile=ehost&defaultdb=poh
http://www.ebsco.co.jp/materials/manual/manual_EBSCOhost20.pdf
https://leyline.nanzan-u.ac.jp/login?url=https://1.next.westlaw.com/Search/Home.html?rs=IWLN1.0&vr=3.0&sp=NanzanUniv-8100&forcecdn=false&bhskip=1
https://leyline.nanzan-u.ac.jp/login?url=https://1.next.westlaw.com/Search/Home.html?rs=IWLN1.0&vr=3.0&sp=NanzanUniv-8100&forcecdn=false&bhskip=1
http://www.westlawjapan.com/pdf/WLNT_GettingStartedGuide.pdf
https://legal.thomsonreuters.com/en/support/westlaw#guides
https://leyline.nanzan-u.ac.jp/login?url=https://dfinder01.indb.co.jp/
https://leyline.nanzan-u.ac.jp/login?url=https://dfinder01.indb.co.jp/
http://office.nanzan-u.ac.jp/library/item/INDB_manual.pdf
https://leyline.nanzan-u.ac.jp/login?url=http://www.portal.euromonitor.com/
https://leyline.nanzan-u.ac.jp/login?url=http://www.portal.euromonitor.com/
http://office.nanzan-u.ac.jp/library/item/Euromonitor%20Guide.pdf
https://www.portal.euromonitor.com/images/miscdocs/Passport-User-Guide.pdf
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8 【言語学・文学】 

MLA Bibliography with Full Text 

 

（MLA：利用マニュアル） 

現在本学で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)が作成するもので、世界各国の言語/文学に関連

する幅広い人文学系の分野をカバー。豊富な引用情報に

加え、1,000件以上におよぶジャーナルの全文情報を収録。 

 

*言語学分野の索引抄録、書誌情報検索データベース 

 

2020年 

7月1日～

9月30日 

無制限 

9 【総合分野】 

ProQuest Dissertations & Theses 

Global 

200 万件を超える世界の大学(米国中心)の学位論文の全文

情報を収録したデータベース。本データベース販売元であ

る ProQuest 社は、米国議会図書館(LC)から学位論文の館

外リポジトリに指名をされている。 

 

2020年 

8月3日～

9月30日 

無制限 

10 【法令・判例】 

Lexis360 

 

※初回利用時にはアカウント登録

が必要です。 

（アカウント登録手順） 

（利用マニュアル） 

遺漏のないフランス法情報収集と適切なフランス法解釈を

目指した総合データベース。 

・全法令 60 分野をカバーした JurisClasseur 法律百科事典

を収録。 

・300 万件を超える判例、裁判例を独自の分析と解説でさら

に補強。 

・32 誌の法律雑誌でリーガルニュースを網羅。 

 

2020年 

8月3日～

9月2日 

 

各自でト

ライアル

用のアク

セスコー

ドを取得

後、2週間  

無制限 

11 【芸術・文学】 

Drama Online 

イギリスの Bloomsbury Publishing と Faber and Faber により

共同開発されたドラマ研究用オンラインコレクション。2,300

の戯曲、400 のオーディオ・ブック、300 の専門書、260 時間

以上の動画を収録。シェイクスピア研究の定番 Arden 

Shakespeare、ドラマ研究者に高く評価されている Methuen 

Drama、L.A. Theatre Works のオーディオ・ブックコレクショ

ンでは 350 作を超える現代劇の音声、動画コレクションでは

舞台劇やテレビ映画などのコンテンツを提供。 

2020年 

8月6日～

9月11日 

無制限 

12 【総合分野】 

CNKI中国学術オンラインサービス 

中国学術輯刊＠CCJD 

学術機関が定期的あるいは不定期に刊行する論文集を収

録したデータベース。中国国内の重要学術輯刊 735 種、文

献数 25 万件を利用可能。分類ごと（10 種類）での契約。

CCJDで収録している論文集は、雑誌ではないため、CAJに

は含まれていない。 

＜分類名＞ 

①理工 A（数理科学） ②理工 B（化工・燃料・材料）  

③理工 C（工業技術） ④農業  ⑤医薬衛生  

⑥文学・歴史・哲学   ⑦政治・法律  ⑧教育・社会科学  

⑨電子技術・情報科学 ⑩経済・管理 

 

2020年 

9月1日～

9月30日 

3 

13 【データ・統計】 

日経ValueSearch 

企業や業界の分析に必要な定量・定性情報と、実態に即し

た詳細な業種分類に基づく様々な分析機能や便利なレポ

ーティング機能を備えた企業・業界分析サービス。企業ファ

イナンスの実証研究、授業・ゼミでの活用、就職活動におけ

る企業研究、業界研究などにも有益。 

2020年 

9月1日～

9月30日 

3 

https://leyline.nanzan-u.ac.jp/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?group=main&profile=ehost&defaultdb=mlf
https://leyline.nanzan-u.ac.jp/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?group=main&profile=ehost&defaultdb=mlf
http://www.ebsco.co.jp/materials/manual/MLA_searchguide.pdf
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14 【データ・統計】 

Ｓｔａｔｉｓｔａ  

 

世界中の多種多様な業界や業種、マーケット、製品・サービ

スなどに関する統計データや、独自のマーケット予測や消

費者アンケートの調査結果などを閲覧可能。100 万件以上

の統計やマーケット予測、170 種類以上の業界・約 80,000

種のテーマに関するレポート等、多種多様な情報を収録。 

 

2020年 

9月1日～

9月30日 

無制限 

 

以 上 


