2019年 7月 29日
利用者各位
図書館事務課

【再 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、8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 ＞
8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 リソース名 ）」「３．②」のよう
に簡 単 にお答 えいただいても結 構 です。
アンケート締 切 りは2019年 10月 1日 （火 ）です。
３． お問 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（または電子リソース内容の項目）からアクセス可能です。
同時ア

№

電子リソース名

内容

期間

クセス
数

1

EconLit with Full Text

The American Economic Association 製作の、経済学研究に
おいて有益な情報ツールである EconLit のフルテキスト版デ

（利用マニュアル）

ータベース。計量経済学、経済予測、環境経済学、労働経

2019年
7月1日～
9月30日

無制限

2019年
7月1日～
9月30日

無制限

済学、貨幣理論、都市経済学等々の分野を包括的に収
録。雑誌等のタイトル数は約 600。現在本学では EconLit の
抄録版を契約中。
2

MLA with Full Text

現在本学で契約中のデータベース、「MLA International
Bibliography（書誌版）」のフルテキスト版。米国現代語学文

（利用マニュアル）

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。
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3

JKBooks 鎌倉遺文 第 1 期
（ジャパンナレッジ Lib）

竹内理三氏（1907～1997）が、1971 年（昭和 46 年）から 24
年間の歳月をかけて刊行された正編 42 巻、補遺 4 巻（東京
堂出版刊）の史料集。

※第一期公開分は、古文書編の
第 1 巻から第 25 巻まで

2019年
7月1日～
9月30日

4

2019年
7月1日～
9月30日

無制限

2019年
7月1日～
9月30日

無制限

2019年
7月1日～
9月30日

1

2019年
7月1日～
9月30日

無制限

鎌倉時代の古文書約 36,000 通を網羅。
Web 版では版面画像とともに目次、書誌情報、テキストの表
示が可能。
また「古文書ユニオンカタログデータベース」へのリンクも一
つの画面で可能。

4

小学館コーパスネットワーク

①BNC Online(The British National Corpus) ②
WordbanksOnline ③JEFLL Corpus（日本人中高生の英作

（利用マニュアル）

文コーパス） ④PERC Corpus（科学技術・理工学分野にお
けるコーパス） ⑤LECS Online（Large-sized English Corpus
on SCN/経済・政治・法律・IT の専門分野サイトの Web コー
パス）を一つのインターフェースで検索可能。
二大コーパスの BNC Online（イギリス英語）と
WordbanksOnline（アメリカ英語）とを比較できることが最大
の特徴。
※①と⑤は本学導入済み。

5

NAR
(Nikkei Asian Review)

アジア経済圏の今をアジアの視点で発信する英文ニュース
メディア。
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

（利用マニュアル）

ニュース、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（Asia300）など豊富な
コンテンツを収録。

6

eol AsiaOne
※上記タイトル名からアクセス後、
「Automatic login」でログインしてく
ださい。
（利用マニュアル）

7

Oxford Research Encyclopedias
※推奨ブラウザ
・Chrome
・Firefox
・Safari
・MS Edge

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。提出書類の原文
および独自に集約した財務データにより地域間での複数企
業の比較が可能。グラフ機能や CSV でのダウンロード機能
を有す。
eol（国内企業情報）を契約中。
Oxford University Press (OUP)が提供するデジタル百科事
典コレクション。以下14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）
・Religion（宗教学） ・Psychology（心理学）
2/4

8

ATLAS
(ATLA Religion Database with
ATLASerials)

The American Theological Library Association（アメリカ神学

2019年
8月2日～
9月30日

無制限

2019年
8月1日～
9月30日

無制限

APAC(アジア太平洋地域)向けに選定された 160 の
Primary Source(一次資料・アーカイブ資料)データベース
【収録分野】Arts, History, Literature, News/Newspapers &
Periodicals, Social Science

2019年
8月1日～
9月30日

無制限

原典と英訳を通じてギリシャ文学・ラテン文学の重要作品を
利用できる唯一のシリーズをオンライン化。
冊子版で刊行された『ローブ古典叢書』全 523 巻(2016 年 7
月現在)を、全く同じ内容とレイアウトで収録。叙事詩や抒情
詩、悲劇や喜劇、歴史や紀行、哲学、雄弁術などに関する
名著が利用可能。
コンテンツは 1 年に 2 回追加。原典のみの閲覧も英語対訳
を参照しながらの閲覧も可能。

2019年
8月1日～
9月30日

無制限

中華書局が手がけた初めての古籍データベース。中華書
局がこれまで出版した古籍の整理本の成果を反映。

2019年
9月2日～
9月30日

無制限

図書館協会）製作による、聖書学・世界の宗教・教会の歴
史・社会問題における宗教情報を提供する宗教学分野の
全文データベース。60 か国語以上、180 万件以上の宗教研

（利用マニュアル）

究文献の書誌データを収録、そのうち 46 万件以上は全文
閲覧可能。また、約 1,800 誌の雑誌から 65 万件以上の論
文、26 万件以上のエッセイ、約 60 万件の書評の抄録を収
録。

9

Passport Category Level
オンラインデータベース

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。

（利用マニュアル）

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。
次の A・B のデータベースと C の調査対象エリアの組み合わ
せでの契約となる。
A「消費財 20 産業/サービス業 4 業界/Supply2 産業」
B「経済・社会データ 3 種類/消費データ 5 種類」
C「アジア太平洋・南太平洋/東ヨーロッパ/北アメリア・ラテン
アメリカ/中東・アフリカ/西ヨーロッパ」

10

ProQuest Primary Sources Access
- Foundation Collection
1. 新聞/雑誌/政府文書等
(利用マニュアル)
2. ｱｰｶｲﾌﾞ資料[人権/宗教]
(利用マニュアル)
3. ｱｰｶｲﾌﾞ資料[米国史18-20C]
(利用マニュアル)
4. 米国議会資料
(利用マニュアル)

11

オンライン版 ローブ古典叢書
（利用マニュアル 「閲覧」）
（利用マニュアル 「検索」）

12

中華経典古籍庫 第 1-5 期
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13

Westlaw Next

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、

2019年
9月2日～
9月30日

無制限

2019年
9月2日～
9月30日

1

2019年
9月2日～
9月30日

無制限

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。
Westlaw Japan を契約中。
14

Doctrinal Plus

フランス国内で発行された法律関連の雑誌記事等の書誌
情報および法令・判例を収録したデータベース。フランスの
欧州連合(EU)の加盟に対応すべく、欧州連合の法令・判例
についても収録。
【収録コンテンツ】
・フランス国内：主に 1993 年以降に発行された記事の文献
情報および「重要判例への解説データベース」/フランスの
議会制定法、命令（オルドナンス、デクレ）、官報掲載通達、
その他行政機関による決議事項、フランス国内判例。
・欧州連合：法令（規則、指令、決定、勧告、決議、意見書、
宣言、報告書等）/欧州連合に属する裁判所の判例

15

Lexis360

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補
強。
・32 誌の法律雑誌でリーガルニュースを網羅。

以
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上

