
データベース
で文献を探す
（英語）

41

文献検索の基本

文献の探し方①芋づる式

文献の探し方②データベース(日)

文献の探し方③データベース(英)

文献の探し方④新聞記事

文献の入手方法

出発点

人から教えてもらう
図書館で棚を眺める

本を読む
論文を読む

キーワードを集める

キーワードで
論文データベースを

検索

DB検索
コース



有料データベースを使うのはなぜ？42

〇ネット環境があれば誰でもどこでも使える

〇広範囲の情報を検索できる

×関係ない情報もたくさんヒットする（重要な情報が埋もれやすい）

×情報の信頼性が担保されていない

〇テーマに合った情報を探しやすい

〇情報の信頼性がある程度担保されている

× 使うにはお金がかかる

× 収録されている情報の範囲は限定的

無料データベースや検索エンジン（Yahoo!やGoogle）のメリット・デメリット

有料データベースのメリット・デメリット



人文・社会科学分野の外国語論文を探す

ProQuest Central

ProQuest Centralについて

自然科学・人文社会科学分野の幅広い学術雑誌
の論文情報を収録

多くの論文について、全文閲覧が可能

世界各国の新聞・ニュース情報も収録

43

DB検索
コース



ProQuest Centralへのアクセス
（学内で使う場合）

44

大阪大学附属図書館Webサイト

DB検索
コース

https://www.library.osaka-u.ac.jp/


ProQuest Centralへのアクセス
（自宅で使う場合）

45

大阪大学附属図書館Webサイト

DB検索
コース

https://www.library.osaka-u.ac.jp/


ProQuest Central
基本検索トップ画面

46

「全文」にチェックを
入れると、データベー
ス上でフルテキストが
ある論文のみに絞れる

検索ボックス
（日本語論文は収録
していないので、英
語等で検索しよう）

「査読済み」にチェッ
クを入れると、同分野
の研究者による査読を
経た論文のみに絞れる

DB検索
コース



ProQuest Central
検索結果一覧画面
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データベースに全文がない場合は
「Osaka U. (大阪大学で本文を探す)」

アイコンをクリック

絞込みオプション 論文名

抄録や論文の中で
検索キーワードが
出てくる部分をハ

イライト

掲載誌の情報
（＝書誌情報）

著者名

データベースに全文がある
場合は全文へのリンクを表示

DB検索
コース



ProQuest Central
検索結果詳細画面 全文あり

48

関連する文献

抄録と全文
（「翻訳」を押すと
機械翻訳してくれる）

文献リストに掲載す
るスタイルで表示

論文名、著者名、掲載誌の情報

DB検索
コース



ProQuest Central
検索結果詳細画面

49

抄録（翻訳を押す
と機械翻訳してく

れる）

インデックス用語で検索

DB検索
コース



ProQuest Central
検索結果詳細画面 文献情報のみ

50

論文名、著者名、掲載誌の情報

大阪大学で
本文を探す

関連主題（テーマ）で
検索できる

関連する文献

DB検索
コース

抄録



外国語の論文検索のコツ

• 「わらべ唄（nursery song）」について知りたいのに、関

係ない文献「nursery….song….」などが出てきてしまう

•⇒二重引用符「” ”」で括る （例：” nursery song”）

フレーズ検索

51

※上記はProQuestのデータベースの例です。（トップ画面のヘルプから検索のヒントを確認できます）
データベースによって仕組みが異なるので、使い方やヘルプを確認しましょう。

検索結果が絞り
込まれている

Shift

⇧
“

2 ふ

DB検索
コース

https://www.proquest.com/help/academic.ja-JP/webframe.html?Help_Overview.html


外国語の論文検索のコツ

•語尾変化にも対応したい / 検索語が不確か

•⇒複数の文字なら「*」を付ける（例：gene*→ gene genes genetic など）

•⇒一文字なら「？」を付ける （例：advi？e→ advice advise）

部分検索・あいまい検索

52

ヒット件数が
増加している

ヒット件数が
増加している

DB検索
コース

※上記はProQuestのデータベースの例です。（トップ画面のヘルプから検索のヒントを確認できます）
データベースによって仕組みが異なるので、使い方やヘルプを確認しましょう。

https://www.proquest.com/help/academic.ja-JP/webframe.html?Help_Overview.html


外国語の論文検索のコツ

• ProQuestの場合、下記のような異なり語形は自動で

同時検索

•単数形と複数形

（例：woman→ woman women）

•形容詞の原形と比較級・最上級

（例：tall→ tall taller tallest）

•綴り違いの単語

（例：labor（米）と labour（英））

【参考】ProQuestの検索支援機能

53 DB検索
コース

※上記はProQuestのデータベースの例です。（トップ画面のヘルプから検索のヒントを確認できます）
データベースによって仕組みが異なるので、使い方やヘルプを確認しましょう。

https://www.proquest.com/help/academic.ja-JP/webframe.html?Help_Overview.html


おまけ：参考文献リストの作成

 AMA(American Medical Association) 10th Edition

 Shaw SA, Pillái V, Yang C, Saasa S. Parenting among rohingya and 
afghan refugee parents residing in malaysia. Family Relations. 
2021;70(2):514-528. https://www.proquest.com/scholarly-
journals/parenting-among-rohingya-afghan-refugee-
parents/docview/2500510761/se-2?accountid=16714. doi: 
http://dx.doi.org/10.1111/fare.12518. 

 MLA 8th Edition

 Shaw, Stacey A., et al. "Parenting among Rohingya and Afghan 
Refugee Parents Residing in Malaysia." Family Relations, vol. 70, no. 
2, 2021, pp. 514-528. ProQuest, 
https://www.proquest.com/scholarly-journals/parenting-among-
rohingya-afghan-refugee-parents/docview/2500510761/se-
2?accountid=16714, doi:http://dx.doi.org/10.1111/fare.12518. 

54 DB検索
コース



言語学分野の外国語論文を探す

MLA International Bibliography

MLAについて

言語学に関する雑誌、書籍、学位論文など
4,400誌以上を収録

収録文献データは世界各国の文学、言語学、民
俗学分野など幅広く240万件以上

キーワードや主題（テーマ）で検索できる

55



MLA International Bibliographyの
アクセス方法（学内で使う場合）

56

「すべてのタイトルを
表示」を選択

MLA International 
Bibliography を選択

大阪大学附属図書館Webサイト

https://www.library.osaka-u.ac.jp/


MLA International Bibliographyの
アクセス方法（自宅で使う場合）

57

大阪大学附属図書館Webサイト

https://www.library.osaka-u.ac.jp/


MLA International Bibliography
検索トップ画面
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「Linked Full Text」に
チェックを入れると、デー
タベース上でフルテキスト
がある論文のみに絞れる

検索ボックス



MLA International Bibliography
検索結果一覧画面
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絞込みオプション

論文名

著者名、掲載
誌の情報

この論文の主題
（テーマ）



MLA International Bibliography
検索結果詳細画面
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引用文献リストに
掲載するスタイル

で表示

論文名

著者名

抄録

関連主題（テーマ）で
検索できる

掲載誌の情報



演習問題

授業で演習課題資料を配布された方は、
ここで問題を解いてみましょう。

61



キーワードで行き詰ったら62 DB検索
コース

KOD (研究社オンライン辞典/Kenkyusha 

Online Dictionary)

和⇔英のオンライン辞書

学外からアクセスする場合は「GakuNinログイン」から所属機
関「大阪大学」を選び、KOANのIDとパスワードを入力

同時アクセス数5なので、使い終わったらすぐログアウトを！

OED Oxford English Dictionary

英単語を調べるために使ってみましょう

類語辞典・シソーラス・対義語 - Weblio辞書

キーワードを広げるために使ってみましょう

https://kod.kenkyusha.co.jp/service/
https://login.remote.library.osaka-u.ac.jp/login?url=http://www.oed.com/
https://thesaurus.weblio.jp/

