
吉田南総合図書館
電子ジャーナル＆データベース

「EJ＆DB講習会」～レポートを書くための文献収集法～

【下記 ご協力ください】
・本名表示を避けたい方は匿名に変更してください

ビデオはOff マイクはミュート

REC

録画しています
（手を挙げて発言される時は

お名前は呼びません）

もしも妨害行為が
ありましたら

退出していただきます？✔
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ちゃんとそろってる？

10/19 12:30

10/21 16:30

10/23 12:30

電子ジャーナル＆データベース

「EJ＆DB講習会」
～レポートを書くための文献収集法～

京都大学吉田南総合図書館
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本日の内容

2. 欲しい文献が決まっているとき
2-1. 京大にあるか調べてみよう
2-2. OA（オープンアクセス）論文を調べてみよう
2-3. 機関リポジトリ掲載論文を調べてみよう
2-4. 他機関の所蔵を確認してみよう （国内・海外）

3. 欲しい文献が決まっていないとき (探し方）

4. 文献を取り寄せるには？

1. 文献収集はできている？
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書店・
古書店

1. 文献収集はできている？ - どんなデータベースがあるか確認しよう -

全國漢籍
データベース

日本古典籍
総合目録
データベース

早稲田
大学
図書館

慶應義
塾大学
図書館

【国内】
大学・機関・公共図書館など

【学内限定】
契約DB,電子ブック(EB),電子ジャーナル(EJ),
館内限定サイトなど

magazine
plus

ざっさく
プラス

京都府立
図書館

国立国会図書館
オンライン

大阪府立
図書館

【OA,フリーの電子リソース】
Googleや機関リポジトリなど

国立国会
図書館

デジタルコレクション

他機関
リポジトリ

京都大学蔵書検索

Europeana

HathiTrust

Gallica

Internet
Archive

ProQuest

Bnf
フランス国立図書館

【海外】
大学・機関・公共図書館等

Japan
Search

データベース
https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/erdb/13501

https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/erdb/13501
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所蔵館・配置場所を確認して、各図書館・室へ。
参考図書等一部を除き、借りることができます。
（配置場所：研究室 or 研究室講座名等になっている場合は時間がかかることも）

所蔵館・配置場所・巻号を確認して、各図書館・室へ。
雑誌は複写可（著作権法の範囲内）ですが、貸出不可の館もあり。
（配置場所：研究室 or 研究室講座名等になっている場合は時間がかかることも）

【学内環境のみ】
PCからの閲覧が可能。多くがアクセス数:１なので
アクセスできない場合は、少し時間をおいてリトライ。
（図書のように長期貸出中にならないため、ちょっと確認したいときなど便利。）

【学内環境のみ】
PCからの閲覧が可能。雑誌毎の契約なので、閲覧可能な巻号も
様々です。個人利用の範囲を超えた大量ダウンロード、個人利用
以外の利用、複製や再配布などは不正行為とみなされますので、
マナーをしっかり守って！

京都大学蔵書検索

京都大学に提出された博士学位論文です。附属図書館（準貴重
書）と国立国会図書館にそれぞれ所蔵されており、各学部図書
館・室に所蔵している場合もあります。京都大学学術情報リポジ
トリKURENAIでは要旨のみのものもありますが、全文公開され
ているものもあります。

京都大学が所蔵している貴重書です。貴重資料画像としてデジタ
ル化されているものもあり、web上で閲覧することができます。

2-1. 欲しい文献が決まっているとき - 京大にあるか調べてみよう ① -

※新型コロナウイルス拡散防止のため、閉室、他学部の方は入室禁止、事前申込制等の室もございますので、行かれる前にお調べください→

https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/bulletin/1384494

https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/bulletin/1384494
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1

2

2-1. 欲しい文献が決まっているとき - 京大にあるか調べてみよう ② -
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2-1. 欲しい文献が決まっているとき - 京大にあるか調べてみよう ③ -

プラグインシステム（図書館機構HP）

電子ジャーナル、
データベースへの
アクセスには

まずプラグインが必要!!

ChromeかFireFoxのみ

https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/bulletin/1383042

https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/bulletin/1383042


Q. 京大に所属しているから電子ジャーナルが読めるの？

A. はい。京大は4万タイトルの電子ジャーナルを契約しています。

京大のネットワークに接続している端末からのみ読むことができます。

※学外から利用する場合、「専用プラグイン」または「IKEv2接続」で学内ネットワークに接続します

Q. ありそうなのに読めないのは？

A. 京大が契約しているジャーナルか、契約している範囲の年代か、を確認しましょう。

※kulineまたは電子ジャーナルリストで雑誌名から検索し、契約タイトル・範囲を確認！
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3

1

2

1
2

＜kulineの検索結果からの確認＞ ＜図書館機構サイト（電子ジャーナル/ブック）の検索結果からの確認＞

2-1. 欲しい文献が決まっているとき - 京大にあるか調べてみよう ④ -



9

京大にないし
もうここまでニャ

あきらめるのは
まだ早い！！！ PC



例）
Steven Poe[et al.]. (2017) Comparative evolution of an archetypal 
adaptive radiation. The American Naturalist. v.191, no.6. 
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欲しい論文を、Google等のサーチエンジンで検索してみましょう。

Point!
・論題を “ ” でくくる「フレーズ検索」が便利！
・収録雑誌や著者名等と組み合わせて検索！

1

2

オープンアクセスとは

3

2-2. 欲しい文献が決まっているとき - OA（オープンアクセス）論文を調べてみよう -

4

https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/content0/13087

https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/content0/13087
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京都大学で日々創造される研究・教育
成果（学術雑誌掲載論文、学位論文、
紀要論文など）をインターネット上で
公開しています。

＜京都大学学術情報リポジトリ KURENAI 紅＞

【KURENAI】
2020年3月末現在(2019年度)
●収録論文 19万件
●紀要 約260誌
●論文ダウンロード780万件以上

＜他大学・他機関の機関リポジトリ＞

2-3. 欲しい文献が決まっているとき - 機関リポジトリ掲載論文を調べてみよう -

機関リポジトリの横断検索<IRDB>

https://irdb.nii.ac.jp/

https://irdb.nii.ac.jp/


12

日本語論文の検索 学位論文の検索

CiNiiに登録してい
ない機関もあり。

他機関所蔵の
図書・雑誌の検索

早稲田大学

慶應義塾大学

＜国内＞

2-4. 欲しい文献が決まっているとき ‐ 他機関の所蔵を確認してみよう①：国内・海外 -

<ERDB-JP>

国立国会図書館

京都府立図書館

大阪府立図書館

<国会図書館サーチ>
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2-4. 欲しい文献が決まっているとき – 他機関の所蔵を確認してみよう②：国内・海外 -

＜国立国会図書館デジタルコレクション＞

図書館向けデジタル化資料送信サービス（図書
館送信）は、国立国会図書館のデジタル化資料
のうち、絶版等の理由で入手が困難な資料を全
国の公共図書館、大学図書館等（国立国会図書
館の承認を受けたと図書館に限る）の館内で
利用できるサービスです。
館内での複写も著作権法の範囲内で可能。

【国立国会図書館デジタルコレクション】
吉田南総合図書館1F調査・相談カウンター横の端末で
利用可能です。
＜利用時間＞
●平日● 9:00-17:00

＜古典籍総合目録データベース＞

＜全國漢籍データベース＞
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＜海外＞
海外機関の所蔵の
図書・雑誌等を検索

カリフォニア大学
バークレー校

2-4. 欲しい文献が決まっているとき ‐ 他機関の所蔵を確認してみよう③：国内・海外 -

BnF

British Library

Internet Archive



学術情報に特化した
サーチエンジン

＜論文検索＞

3. 具体的に欲しい文献が決まっていない時 ‐ データベースでキーワード検索してみよう -

化学関係分野の文献
データベース。雑誌論
文および特許論文、化
学物質情報、化学反応
情報なども検索。

日本語論文の検索

世界の主要な医学関連
雑誌に掲載された 学
術論文情報を検索



3.具体的に欲しい文献が決まっていない時 ‐ データベースでキーワード検索してみよう -

海外論文の検索

1

＜例）Web of Science＞

2

3



ご所属の図書館によって取り寄せ範囲は異なります

国内 海外
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時間＆お金がかかります！

ILL(Inter Library Loan)＝相互利用サービス
図書館同士で図書の貸し借りをしたり、論文のコピーを取り寄せたりするサービスのこと。

4. 文献を取り寄せるには？ ‐ 欲しい文献はなんとしてでも手に入れよう -

※現在、新型コロナウイルスの影響で取り寄せができない館や、従来より時間を要する館もございますのでご注意ください

https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/service/12723図書館機構 文献取り寄せサービスの手引き (Interlibrary Loan)

https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/service/12723


kuline > 「横断検索」 で、京都市内の大学・公共図書館を、
>「他大学検索」or CiNiiBooks で他大学図書館の所蔵を検索してみましょう。

～紹介状(図書館からの事前問合せ）が必要です～
18

4. 文献を取り寄せるには？ ‐ 近くの大学図書館なら行ってみよう -

※現在、新型コロナウイルスの影響で、閉館していたり、他大学の方は入館できない図書館もございますのでご注意ください
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京都大学吉田南総合図書館
Mail:a30yslib@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

Tel:075-753-6525

ありがとうございました。
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こちらもどうぞ

10/26 16:30
10/28 12:30
10/30 16:30
文献管理講習会

こちらもZoomで
開催します。

集めた文献の管理に
困ったら…

https://forms.gle/KAZfVVu2YMd898JaA

専用申込フォーム

https://forms.gle/KAZfVVu2YMd898JaA

