
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンからも使用することができます。 

研究や学習にお役立てください。 

 

各種コンテンツへのアクセス方法は以下をご覧ください。 

 

 

① 中京大学図書館ホームページ（https://www.chukyo-u.ac.jp/extension/library/）にアクセス。 

② ホームページ右下のメニューから、「電子ブック」「電子ジャーナル」「総合データベース」「新聞・記事デ

ータベース」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 「●キャンパス外からも利用できる・・・」の項目にあるデータベースは学外からの接続ができます。 

それぞれのログイン方法については（キャンパス外からの利用についてはこちら）でご確認ください。 

 

 

 

学内関係者の皆様へ 

図書館広報隊長 くりぶー 

https://www.chukyo-u.ac.jp/extension/library/


 

 

▸特定のテーマについて調べる。  

・JapanKnowledge Lib ［国内電子ブック、総合データベース］ 

『日本大百科全書』をはじめとした、日本有数の辞書・事典を中心に構築された知識データベースです。 

百科、日本語、歴史・地名、英語、ヨーロッパ言語、自然科学など多数の分野の辞典が収録されています。 

「基本検索」：70 以上の辞書・事典類から調べたい事柄を検索することができます。 

「詳細（個別）検索」：検索する辞典類を選択したり、検索条件を詳細に設定することができます。 

  

 

▸論文・雑誌を検索する、記事を読む。 

・CiNii Research ［国内総合データベース］ 

主に国内の研究論文を検索できるデータベースです。 

気になるテーマについての記事がどんな雑誌の何ページに掲載されているか、調べられます。 

 

・JapanKnowledge Lib ［国内電子ジャーナル］ 

国内の雑誌記事を JapanKnoｗledge の検索窓から調べることができます。 

「会社四季報」：上場会社の詳細情報が掲載されている雑誌です。 

「週刊エコノミスト[2020-現在]」：毎日新聞出版が発行するビジネス誌です。 

 

・Maruzen eBook Library  [国内電子ジャーナル] 

    ←この緑色のマークがついているものは内容を閲覧することが可能です。 

英語多読本「マクミランランゲージハウス」など、大学が購読契約した電子ジャーナルを閲覧できます。 

「化学」「ロボコンマガジン」「労働新聞[平 28-平 29]」「週刊東洋経済[2000-2015]」は 

それぞれの項目からアクセスが可能です。 

 

・オリエンタル・エコノミスト [1953-1985] ［国内電子ジャーナル］ 

東洋経済新報社が海外へ向けて日本及びアジアの経済を英文で報じた週刊誌 

「The Oriental Economist」のデジタル版です。 

 

・週刊ダイヤモンド [1913-2000] ［国内電子ジャーナル］ 

「週刊ダイヤモンド」のアーカイブ記事（1913 年から 2000年まで）を閲覧することができます。 

フリーワードや、見出し・著者名などから記事を検索することも可能です。 

 

・週刊エコノミスト [1960-2020] + [直近 2年分] ［国内電子ジャーナル］ 

「週刊エコノミスト」のアーカイブ（1960 年から 2020 年まで）に加え、直近 2 年分の記事を閲覧することができます。 

フリーワードや、見出し・著者名などから記事を検索することも可能です。 

 

 

https://japanknowledge.com/lib/search/basic/
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・週刊東洋経済 [1927-現在] ［国内電子ジャーナル］ 

「週刊東洋経済」のアーカイブ記事を閲覧することができます。 

フリーワードや、見出し・著者名などから記事を検索することも可能です。 

 

・EBSCOhost ［海外総合データベース］ 

主に海外の研究論文を検索できるデータベースです。WEB 上で本文の閲覧ができるツールもあります。 

 

・ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS (ESI) ［海外総合データベース］ 

各研究分野における新しい科学のトレンドや、影響力を持つ個人、機関、論文、ジャーナル、国について調べること

ができるツールです。 

 

・The Economist Histrical Archive 1843-2020 ［海外総合データベース］ 

『The Economist』（1843 年から 2014 年まで）のアーカイブを PDF・テキスト形式で検索・閲覧することができます。 

 

・Gale Databases ［海外総合データベース］ 

Gale 社提供のデータベースです。テーマに合わせて主に海外の雑誌、学術誌、ニュース、画像など様々なメディア

で検索することができます。 

 

・JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) ［海外総合データベース］ 

世界の主要な学術雑誌について、重要度や影響力を示す指標（インパクトファクター）を提供するツールです。 

各分野におけるジャーナルの位置づけを確認できます。 

 

・National Geographic Virtual Library ［海外総合データベース］ 

外国雑誌ナショナル・ジオグラフィックのオンライン版です。 

 

・Science Direct ［海外総合データベース］ 

エルゼビア の提供する科学・技術・医学・社会科学分野の 2,500 タイトル以上の電子ジャーナルと 6,000 タイトル 

以上の電子ブックを搭載する世界最大のフルテキストデータベースです。 

 

・Springer Link  [海外電子ジャーナル] 

シュプリンガー社発行の本学購読雑誌を読むことができます。特に科学、技術、医学分野が充実しています。 

 

・東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー ［国内総合データベース］ 

東洋経済新報社の提供するデータベースです。「就職四季報」や「業界地図」など就職活動に役立つコンテンツが

掲載されています。 

 

・Oxford University Press 雑誌  [海外電子ジャーナル] 

オックスフォードユニバーシティプレス社の本学購読雑誌を読むことができます。 
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・Web of science ［海外総合データベース］ 

世界で最も権威と影響力のある高品質な学術雑誌のみを厳選して収録した Webベースの学術文献データベース 

です（検索対象期間は 1993年より）。 

 

・Westｌaw Next ［海外総合データベース］ 

ユーザーインターフェース・検索エンジン等を大幅に刷新し、より直感的に必要な資料の調査・収集を可能にした 

アメリカ法を中心とする法情報オンラインサービスです。 

 

・Wiley契約雑誌 [海外電子ジャーナル] 

ワイリー社発行の本学購読雑誌を読むことができます。理工医学および人文社会科学分野が充実しています。 

 

 

▸新聞記事を探す、記事を読む。 

 

・Academic OneFile [海外新聞・記事等データベース] 

学術誌から一般誌・新聞・報告書・ビデオまで、総契約 18,000 タイトル、全文掲載 5,600 タイトル、主要な学術 

分派を網羅しており、研究者・学生を対象としたデータベースです。 

 

・Opposing Viewpoints [海外新聞・記事等データベース] 

最新の注目ニュース、時事・社会問題の探索・解釈をサポートしています。 

 

・PressReader [海外新聞・記事等データベース] 

世界 120 ヶ国、60 言語、7,000 紙以上の新聞・雑誌を紙面データにて閲覧できるデータベースです。 

最新の新聞や雑誌を発行当日にフルカラーの紙面イメージで提供しています。 

 

・The Wall Street Journal [海外新聞・記事等データベース] 

雑誌「ウォールストリートジャーナル」の海外オンライン版です。初回は学内からのアカウント登録が必要ですが、 

登録後は、タイトルをクリックしてサインインすることで全文が読めます。 

 

・ヨミダス歴史館 [国内新聞・記事等データベース] 

[期間限定：2022年 10月 1日～12月末まで] 

読売新聞社の提供するデータベースです。臨時ＩＤ/PW でのアクセスが可能です。 

詳細はＡＬＢＯでお知らせしておりますのでご覧ください。  

  （教員の方は中京グループウェア 9 月 26 日付業務連絡をご覧ください。） 
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▸本を探す、読む。 

 

・CiNii Books ［国内総合データベース］ 

全国の大学図書館等が所蔵する本を検索できるデータベースです。 

利用したい文献の入手可否や、文献調査の下調べに利用できます。 

    

・Maruzen eBook Library ［国内電子ブック］ 

丸善雄松堂提供の電子書籍です。学術雑誌などの専門資料が充実しています。 

  以下のタイトルはリンクから閲覧することも可能です。 

・「地球の歩き方」「ことりっぷ」：海外、国内の旅行ガイドブックです。 

・「現代人の教養」：岩波書店の提供する古今東西の名著を読むことができます。 

・「週刊東洋経済 e ビジネス新書」：東洋経済社の提供するビジネス新書です。 

・「新日本古典文学大系」：『万葉集』『源氏物語』など古典文学を読むことができます。 

 

・KinoDen ［国内電子ブック］ 

紀伊國屋書店提供の電子書籍です。レポート・論文の書き方など大学生活に関する書籍が充実しています。 

 

・eBook Collection (EBSCOhost) ［海外電子ブック］ 

EBSCO が提供する電子ブックコレクションです。中京大学が購入した電子ブックの検索、利用ができます。 

 

・Gale eBooks ［海外電子ブック］ 

百科事典などのレファレンスや、学生向け多読シリーズの「時事問題」、「ニュースをにぎわす有名人伝記」、 

「スポーツを科学する」、「世界史探訪」、「主要疾患・障害解説」の全書籍が利用できます。 

 

中京大学図書館 
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