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雑誌記事・論文を探す
目次
１ 参考文献の見方
２

雑誌記事索引で探す（インターネット）

３

雑誌記事索引で探す（データベース）

４

雑誌記事索引で探す（冊子）

５

新着記事速報

雑誌記事・論文を探す手がかりをご案内します。
掲載されている雑誌名と巻号がわかっている方は、
調べ方案内（パスファインダー）
「雑誌を探す」もご覧ください。

記事を探すときの流れ
はい

探している記事名・論文名が

掲載雑誌・雑誌巻号が

はい

わかっている。

具体的にわかっている。

雑誌の所蔵館を探す。
※

調べ方案内（パスファインダー）

「雑誌を探す」をご覧ください。
いいえ

いいえ

参考文献の見方を確認する

【１へ】

参考文献の見方を確認する 【１へ】

雑誌記事索引で内容やキーワード等から探す【２へ】
見つかった

雑誌記事索引で雑誌名と巻号を調べる【２へ】

見つからなかった

見つかった

見つからなかった

範囲を広げて記事を探す ・データベースで探す

【３へ】

・冊子で探す【４へ】

１．参考文献の見方
図書や論文の中に文献が引用されていたり、末尾に参考文献リストが掲載されていたりすることが
あります。参考文献の表記は、順番等が若干違うことがありますが、一般的な見方をご案内します。
特に論文名（「

」表記）と雑誌名

（『 』表記）の違いがポイントです。

なお、参考文献は雑誌に掲載された論文の場合のほか、図書（単行本）
、論文集（図書）の中の論文
の場合もあります。図書の場合は、調べ方案内（パスファインダー）「図書を探す」もご覧ください。
〈雑誌の場合〉

１．著者名

〈図書の場合〉

２．出版年

１．著者名

３．論文名（
「 」表記）
４．論文の掲載された雑誌名（
『

２．出版年
』表記）

５．掲載雑誌の巻数・号数（Vol.,No）

３．書名
４．出版社

６．開始頁－終了頁
【表記の例】

【表記の例】

松尾章一[1993]「関東大震災研究・史料探索

松尾章一[2003]『関東大震災と戒厳令』吉川弘文

ガイド」『歴史地理教育』506 号 p39-40

館

２．雑誌記事索引で探す（インターネット）
いろいろな雑誌に収録されている記事の情報を集めたものです。テーマや執筆者などのキーワード
から探せます。探している雑誌が採録されていれば、論題名・著者・雑誌名・巻号等が同時にわかる
ので、大変便利です。なお、千葉県立図書館ホームページの「図書・雑誌・視聴覚資料検索」では、
巻号情報に特集名が入力されている場合、特集名がヒットします。雑誌に掲載された記事・論文名を
検索することはできません。

〈代表的な索引〉
●国立国会図書館オンライン

雑誌記事索引 https://ndlonline.ndl.go.jp/

国立国会図書館が所蔵する和文雑誌（一部欧文雑誌を含む）のうち、採録誌一覧に掲載されている
雑誌記事を調べられます。ただし記事採録基準を満たさないものは採録されていません。
[検索方法]
・
「詳細検索」をオンにし、
「雑誌記事」タブを選び、論題・著者・雑誌名等を入力して検索します。
・同じ入力欄の中でスペースを入れて区切ると、掛け合わせ検索（AND 検索）になります。
・論題名がはっきりしない場合は、論題に含まれていると思われるキーワードを入力すると、その
キーワードを含んだ論文が表示されます。
・件数が多すぎる場合は、著者や雑誌名などとかけ合わせて検索すると絞り込まれて表示されます。
・内容から探す時は、複数のキーワードを掛け合わせたり、他の言い回しでも試してください。
（正式名称と略語、外国人名の表記、類似表現の言い換え、漢字とカナ表記等）

●CiNii Articles 日本の論文を探す

https://ci.nii.ac.jp/

学協会刊行物、大学研究紀要等、学術論文情報を検索できます。抄録データが登録されている論文
は抄録の内容も検索対象になっています。無料で公開されている一部の論文については、本文も見る
ことができます。論文が見つかった場合、国立国会図書館蔵書検索と CiNii

Books にリンクしている

ので、国立国会図書館や大学図書館での所蔵を確かめられます。

更に範囲を広げて探す時には、次のような専門的な記事検索サイトもあります。
●国立国会図書館サーチ https://iss.ndl.go.jp/
「記事・論文」を選択して検索すると、国会図書館雑誌記事索引、国会図書館所蔵の博士論文、科
学技術振興機構の「J-STAGE」
（国内の科学技術系電子ジャーナル）などを横断検索できます。

●KAKEN https://kaken.nii.ac.jp/
国立情報学研究所が文部科学省、日本学術振興会と協力して作成・公開しているデータベースです。
科学研究費助成事業により行われた研究の当初採択時のデータ（採択課題）、研究成果の概要（研究実
績報告、研究成果概要）
、研究成果報告書及び自己評価報告書を収録しています。

●IRDB（学術機関リポジトリデータベース） https://irdb.nii.ac.jp/
大学等が公開する学術機関リポジトリに蓄積された学術情報（学術雑誌論文、学位論文、研究紀要、
研究報告書等）を横断的に検索できます。

●NII-REO（電子ジャーナルアーカイブ）

https://reo.nii.ac.jp/

IEEE など各社の電子ジャーナルをタイトルまたは著者で横断検索できます。書誌情報・抄録までは
無料ですが、本文の閲覧は別途出版社との購読契約が必要となります。

●Google Scholar

https://scholar.google.co.jp/

Google の検索サービスの 1 つです。学術雑誌や論文などを検索できます。本文がインターネット上
に無料で公開されている場合は、検索結果からアクセスできます。

３．雑誌記事索引で探す（データベース）
県立図書館内で利用できるデータベースです。
データベース名

利用可能館

国立国会図書館 図書館向けデジタル化資料送信サービス

中・西・東

デジタル化された国立国会図書館所蔵資料を検索することができます。「図書館送信限定」という
アイコンがついた資料は館内の指定端末で閲覧できます。閲覧できる資料の詳細は「国立国会図書
館デジタルコレクションについて」
（https://dl.ndl.go.jp/ja/intro.html）をご確認ください。
ELNET

ELDB

中・西・東

1988 年以降の新聞・雑誌記事約 3000 万件を検索、また見出しの閲覧ができます。新聞は全国紙・
地方紙・専門紙を含む約 100 紙、雑誌は経済系週刊誌をはじめとした約 250 誌を対象にしています。
本文閲覧を希望される方は職員にお問い合わせください。
聞蔵Ⅱビジュアル

中・西・東

朝日新聞社の発行する週刊誌『週刊朝日』（2000(平 12)年 4 月以降）のニュース記事と、『AERA』
（1988(昭 63)年 5 月以降）の記事を検索できます。
毎索

中・西・東

毎日新聞社の発行する週刊経済誌『エコノミスト』の 1989(平元)年 10 月以降の記事を検索できま
す。
Web OYA-bunko

中・西・東

大宅壮一文庫が所蔵する雑誌の記事索引です。大衆誌を中心に明治時代から現在までのおよそ 550
万件の記事を検索できます。
ざっさくプラス

中・西・東

皓星社刊行『明治・大正・昭和前期 雑誌記事索引集成』（120 巻）の Web 版として誕生し、今では
明治から現在まで、地方誌を含め幅広い雑誌記事を検索できます。
D1-Law.com （法情報総合データベース）

中・西・東

法関連文献（図書、雑誌・紀要）と、判例情報誌の書誌情報を網羅的に収録しています。判例や文
献を横断的に検索できます。
JDream Ⅲ

中・西・東

国内外発行の科学技術、医学・薬学分野の文献情報約 6,000 万件を検索できます。
医中誌 Web

西

1983(昭 58)年以降国内で発行された医学・歯学・薬学及び関連分野の定期刊行物、約 5,000 誌に収
録された文献情報を検索できます。
最新看護索引 Web

西

日本看護協会図書館で所蔵する国内発行の看護および周辺領域の雑誌・紀要等に掲載された文献か
ら、看護に関する文献情報を検索できます。
詳しくは県立図書館ホームページ「オンラインデータベースのご案内」をご覧ください。

４．雑誌記事索引で探す（冊子）
「２．雑誌記事索引で探す（インターネット）」、
「３．雑誌記事索引で探す（データベース）」の対象
となっていない年代や分野の記事が探せる冊子体の記事索引です。

書名・誌名

出版情報

所蔵情報

明治から戦前・戦中
明治前期学術雑誌論文記事総覧

ゆまに書房

改訂

中：040/ME25/ﾍ
西：0410/8/ﾍ-1

1887(明 20)年までの国内刊行の学術雑誌に掲載された記事や、外国の学術雑誌掲載の日本関係記事
などを調べられます。
『明治前期学術雑誌論文記事集成』（全 35 巻 ゆまに書房）の索引を兼ねて
います。
大東亜戦争書誌

日外アソシエーツ

[シリーズ大東亜戦争下の記録]

中：2175/F84/
西：2107/3/
東：21075/24/

戦時下の言論

日外アソシエーツ

[シリーズ大東亜戦争下の記録]

中：2175/F84/
西：2107/21/
東：21075/2/

支那事変から大東亜戦争に至るまでの関連雑誌記事約 83,000 件を、当時の指導者・学者・文化人・
作家など執筆者約 20,000 人の個人名のもとに収録しています。
戦後から現在
学会年報・研究報告論文総覧

日外アソシエーツ

中：0275/6/
西：0275/51/ (～2002(平 14)年)
東：0275/3/

(～2009(平 21)年)

1945(昭 20)年以降の日本国内の各種学術団体や機関が刊行する人文・社会科学分野の定期刊行物の
うち、年刊・年 2 回刊のものに収録された論文を集めたものです。国立国会図書館の「雑誌記事索
引」、図書館科学会の「全国短期大学紀要論文索引」の採録対象外の雑誌を採録しています。
全国短期大学紀要論文索引

日本図書センター

中：0275/Z3/
西：0275/2/

1950(昭 25)年から 1991(平 3)年までに全国の短期大学から刊行された紀要類掲載の論文を調べられ
ます。人文科学・社会科学・家政学・語学・文学の分野に分かれ、それぞれの分野から、あるいは
執筆者名から調べられます。
私立大学短期大学紀要類論文題目索引

東京都私立短期大学 中：0275/TO46/
協会

1968(昭 43)年から 1977(昭 52)年 3 月までに私立大学短期大学から刊行された紀要類掲載の論文を、
出版物名・著者名、NDC 分類別に調べられます
日外アソシエーツ

総合誌記事索引

中：0275/26/
西：0275/29/ (～2000(平 12)年)
東：0275/2

1981(昭 56)年から 2006(平 18)年までに刊行された国内の代表的な総合雑誌の記事索引です。
特定の人物・グループ、企業・団体、ニュース・事件を調べられます。
週刊誌記事索引

日外アソシエーツ

中：0275/N71/
西：0275/30/

1981(昭 56)年から 1987(昭 62)年までに刊行された国内の代表的な週刊誌 12 誌の記事索引です。
人物編、企業・団体編、ニュース・事件編があります。

５．新着記事速報
●新着雑誌記事速報

http://www.library.pref.chiba.lg.jp/search/magazine/index.html

千葉県立図書館３館で受け入れている一部の雑誌の新着目次情報をご覧になることができます。
目次情報は、随時更新されています。
（インターネット最終アクセス：2020 年 3 月 31 日）

