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平成１９年度東海地区大学図書館協議会 図書館職員基礎研修

電子情報 －電子ジャーナルを中心に－

１１月２８日（水）１３：１０–１４：１０

名古屋大学附属図書館 粟野容子
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概 要

1.1.1.1. 電子電子電子電子ジャーナルジャーナルジャーナルジャーナル
� 論文と雑誌

� 電子ジャーナルとは

� 電子ジャーナルへのアクセス方法

� データベース

2.2.2.2. 電子電子電子電子ブックブックブックブック
� 調べるタイプ

� 読むタイプ

3.3.3.3. そのそのそのその他他他他
� Academic Resource Cabinet（リンク集）

� パスファインダー（情報への道しるべ）

� 電子コレクション （名古屋大学附属図書館）
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電子ジャーナル

1.1.1.1. 論文論文論文論文とととと雑誌雑誌雑誌雑誌

2.2.2.2. 電子電子電子電子ジャーナルジャーナルジャーナルジャーナルとはとはとはとは

3.3.3.3. 電子電子電子電子ジャーナルジャーナルジャーナルジャーナルへのへのへのへのアクセスアクセスアクセスアクセス方法方法方法方法
� 雑誌から探す１ - - - - - - - - - - - - - - → OPAC

� 雑誌から探す２ - - - - - - - - -→ アクセスサービス

� 論者・論題・キーワード等から探す - → データベース

� 引用関係から探す - - - - → Web of Science CiNii

� 本文から探す - - - - - - - - - - - → EJの各サイト
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1.1.1.1. 論文論文論文論文
– 学術論文

2.2.2.2. 雑誌雑誌雑誌雑誌
– 学術雑誌:研究発表の場。学術論文。

商業出版社・学協会

大学や研究機関が発行する紀要類

– 一般雑誌:娯楽性・実用性の高いもの

電子ジャーナル : 論文と雑誌
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電子電子電子電子ジャーナルジャーナルジャーナルジャーナルとはとはとはとは？？？？

– パソコンの画面上で読める雑誌

– 論文表示形式・・・PDF, HTMLなど

利点利点利点利点

– 論文の本文まで検索可能

– 研究室で２４時間利用可能

– 複数の人が同時に閲覧可能

– 製本中・欠号がない

電子ジャーナル : 電子ジャーナルとは
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通常のWebサイトに用いられる形式。
ブラウザだけで閲覧可能、リンクもある
画面上で通読するときはこちらを選ぶと良い

HTML

冊子体（プリント版）の見え方に近い
Acrobat Readerが必要（無料）。
印刷や保存にはこちらを選ぶと良い

PDF
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– BioOne （84誌）

– Blackwell Synergy （約790誌）

– Cambridge Journals Online （200誌）

– HighWire （286誌）

– IngentaConnect （526誌）

– J-STAGE （約300誌）

– JSTOR （800誌）

– Nature Publishing Group（31誌）

– Oxford Journals （170誌）

– Project Euclid （19誌）

– ScienceDirect （約2200誌）

– SpringerLink （1336誌）

– WileyInterScience （約600誌）

名古屋大学名古屋大学名古屋大学名古屋大学導入状況導入状況導入状況導入状況((((自然系自然系自然系自然系））））

電子ジャーナル : 電子ジャーナルとは
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名古屋大学名古屋大学名古屋大学名古屋大学導入状況導入状況導入状況導入状況((((人文社会系人文社会系人文社会系人文社会系））））

– EBSCOhost（1900誌）

– Emerald（127誌）

– Ingenta Connect（526誌）

– JSTOR（800誌）

– LexisNexis（3500誌）

– Periodicals Archive Online（460誌）

– ProQuest（660誌）

– Cambridge, Oxford etc…

⇒ 全分野全分野全分野全分野でででで、、、、約約約約14,00014,00014,00014,000誌誌誌誌

⇒ 139139139139万件万件万件万件のののの論文本文論文本文論文本文論文本文のののの

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード（（（（18181818年度年度年度年度））））

電子ジャーナル : 電子ジャーナルとは
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電子ジャーナル
（契約／無償公開）

雑誌から探す

雑誌から探す

論題、件名、抄録中の
キーワードから探す

キーワードや引用関係
から探す

本文から探す

アクセス
サービス

OPAC EJの
各サイト

Web of 
Science

データ

ベース

電子ジャーナルへのアクセス方法
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１．雑誌から探す１

OPAC
雑誌名が分かっている場合、OPACで探せます。

■■■ こんなとき使える！ ■■■
論文の参考文献（ Reference ）に入っている文献などを
探していて、手元に掲載雑誌名、巻号、ページ情報があ
る。

プリント版と一緒に探せるので、電子ジャーナルがない場合でも見つけられる

もしもプリント版が無い場合は探せない・・・ プリント版（冊子体）があるのは
約2500タイトル

11図書館HP http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/

雑誌から探す:OPAC
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OPAC

所蔵一覧所蔵一覧所蔵一覧所蔵一覧・・・・書誌詳細画面書誌詳細画面書誌詳細画面書誌詳細画面

雑誌から探す:OPAC
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２．雑誌から探す２

雑誌名が分かっている場合、アクセスサービス
でも探せます。

■■■ こんなとき使える！ ■■■
論文の参考文献（ Reference ）に入っている文献などを
探していて、手元に掲載誌名、巻号、ページ情報がある。

電子ジャーナルの有無を手早く知ることができます

もしもプリント版しか無い場合は、探せません

アクセス
サービス

14図書館HP http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/

雑誌から探す:アクセスサービス
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雑誌雑誌雑誌雑誌タイトルタイトルタイトルタイトルのののの
頭文字頭文字頭文字頭文字でででで検索検索検索検索

分野分野分野分野からからからから探探探探すすすす

出版者名出版者名出版者名出版者名・・・・ＩＳＳＮＩＳＳＮＩＳＳＮＩＳＳＮ・・・・
タイトルタイトルタイトルタイトルのののの一部一部一部一部かかかか

らららら探探探探すすすす

電子ジャーナル・アクセスサービス画面

雑誌から探す:アクセスサービス
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雑誌名雑誌名雑誌名雑誌名

出版出版出版出版者者者者名名名名

提供元提供元提供元提供元
利用可能利用可能利用可能利用可能なななな出版年出版年出版年出版年

雑誌から探す:アクセスサービス
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1.1.1.1. Academic Resource CabinetAcademic Resource CabinetAcademic Resource CabinetAcademic Resource Cabinet （（（（リンクリンクリンクリンク集集集集））））

– 名古屋大学附属図書館が提供する学術情報探索のための

ポータルサイト

� 電子ジャーナル無料サイト等の紹介

研究紀要 全文 –全国版- → 「電子ジャーナルアクセスサービス」

名古屋大学附属図書館作成. からの検索に変更
国内で発行されている紀要のうち、

全文閲覧可能なものを中心にリンク

2.2.2.2. CiNiiCiNiiCiNiiCiNii

雑誌から探す:アクセスサービス
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３．論者・論題・抄録中の
キーワードから探す

雑誌名や掲載巻号、ページが分からなくても、
キーワードで論文を探せます。

■■■ こんなとき使える！ ■■■
テーマで論文を探したい
論題は分かるんだけど、どの雑誌に載っているのか
この著者の論文を読みたい ・・・など

雑誌を定めず、広くテーマや著者名などで論文を探せる。

すべてが電子ジャーナルで読めるとは限らない。

データ
ベース
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� データベースデータベースデータベースデータベース

– 二次資料：一次資料（雑誌論文）を調べるツール

� 国内外の大学や学協会、研究機関等で発行または発表された
研究論文等の論文著者、論文タイトル、掲載された雑誌名、巻号、
掲載ページ等の論文情報を検索することができる。

論題・件名・抄録から探す:データベース
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1.1.1.1. OVIDOVIDOVIDOVID
– EBM Reviews （医療）

– Biological Abstracts（生物科学分野:論文）

– PsycINFO（心理学関係資料。雑誌・書籍・学位論文など）

2.2.2.2. EBSCOEBSCOEBSCOEBSCOhosthosthosthost

3.3.3.3. Web of ScienceWeb of ScienceWeb of ScienceWeb of Science

4.4.4.4. CiNiiCiNiiCiNiiCiNii（（（（論文情報論文情報論文情報論文情報ナビゲータナビゲータナビゲータナビゲータ））））

5.5.5.5. GoogleGoogleGoogleGoogle ScholarScholarScholarScholar などなどなどなど無料無料無料無料でででで利用利用利用利用できるできるできるできる文献文献文献文献データデータデータデータ
ベースベースベースベースもあるもあるもあるもある
� オープンアクセスの論文

論題・件名・抄録から探す:データベース
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論題・件名・抄録から探す:データベース
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� データベースリストデータベースリストデータベースリストデータベースリストのののの画面画面画面画面

http://www.nul.nagoyahttp://www.nul.nagoyahttp://www.nul.nagoyahttp://www.nul.nagoya----u.ac.jp/db/index.html#db_bunyau.ac.jp/db/index.html#db_bunyau.ac.jp/db/index.html#db_bunyau.ac.jp/db/index.html#db_bunya

◆◆◆◆ 分野別分野別分野別分野別リストリストリストリスト
・・・・総合分野総合分野総合分野総合分野 自然科学自然科学自然科学自然科学・・・・生命科学生命科学生命科学生命科学・・・・技術技術技術技術・・・・工学工学工学工学 人文科学人文科学人文科学人文科学 社会科社会科社会科社会科
学学学学

・・・・学位論文学位論文学位論文学位論文 新聞新聞新聞新聞 辞書辞書辞書辞書・・・・事典事典事典事典 年鑑年鑑年鑑年鑑・・・・統計統計統計統計・・・・白書白書白書白書

・・・・人物情報人物情報人物情報人物情報 所蔵情報所蔵情報所蔵情報所蔵情報 書評書評書評書評・・・・出版出版出版出版・・・・図書内容情報図書内容情報図書内容情報図書内容情報 有料有料有料有料データベーデータベーデータベーデータベー
スススス

◆◆◆◆ABCABCABCABC順順順順リストリストリストリスト

論題・件名・抄録から探す:データベース
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論題・件名・抄録から探す:データベース
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４．引用関係から探す

ある論文に引用されている論文、
逆に引用している論文を探せます。

■■■ こんなとき使える！ ■■■

とても興味深い論文が引用する論文も読みたい
ある論文と同じようなテーマの論文を探したい
自分の論文を引用している論文を探したい！ ・・・など

関連論文を次々と探すことができる

Web of 
Science

27

� Web of ScienceWeb of ScienceWeb of ScienceWeb of Science

� 引用索引データベース

� 様々な分野をカバー
<3つのDBより構成>

� Science Citation Index Expanded （1945-）

� Social Sciences Citation Index （1956-）

� Arts & Humanities Citation Index （1975-）

� 各分野の最重要な雑誌を収録

引用関係から探す:Web of Science

28

TETRASUBSTITUTED OLEFINS

引用関係から探す:Web of Science
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Times Cited

この論文を引用
している文献の

リスト

Times Cited

この論文を引用
している文献の

リスト

Cited 

References

引用文献リスト

Cited 

References

引用文献リスト

Related 

Records

同じ引用文献を
用いている文献

＝関連文献

Related 

Records

同じ引用文献を
用いている文献

＝関連文献

引用関係から探す:Web of Science
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検索結果と引用関係

検索結果検索結果検索結果検索結果
文献文献文献文献A

文献文献文献文献Aがががが

引用引用引用引用しているしているしているしている
文献群文献群文献群文献群

文献文献文献文献Aをををを

引用引用引用引用しているしているしているしている
文献群文献群文献群文献群

文献文献文献文献Aとととと

引用文献引用文献引用文献引用文献
をををを共有共有共有共有

するするするする文献文献文献文献

Cited ReferencesCited ReferencesCited ReferencesCited References
Times CitedTimes CitedTimes CitedTimes Cited

Related RecordsRelated RecordsRelated RecordsRelated Records

引用関係から探す:Web of Science

31

Full textやややや
OPACOPACOPACOPACへのへのへのへの

リンクリンクリンクリンク

引用関係から探す:Web of Science

32

名古屋大学が契約するデータベースなどの検索結果画面に
表示され、該当論文のFULL TEXTFULL TEXTFULL TEXTFULL TEXTへへへへ誘導誘導誘導誘導するするするするツールツールツールツールです。
電子ジャーナルの他、名古屋大学や国内の大学図書館で
所蔵する冊子体の検索なども行なえます。

NULink（エヌ・ユー・リンク）とは？

リンクリゾルバ

引用関係から探す:Web of Science
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日本語で引用文献を探せるのは
CiNii（サイニイ）

34

都市緑化 シミュレーション

35 36
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■参考文献
この論文が引用している論文の
ヒット画面に飛べる。
本文がCiNii内にあればPDFにも！

38

■被引用文献
この論文を引用している論文の
ヒット画面に飛べる。
本文がCiNii内にあればPDFにも！

39

５．本文から探す

データベースと同じく、キーワードを用いて
論文を探せます

■■■ こんなとき使える！ ■■■

テーマで論文を探したいが、DBではヒットが少なかった
キーワードで論文を検索したい ・・・など

データベース検索と違い、本文を検索するので、より感度の高い検索が可能

ノイズが多くなる、分野全体を網羅的にカバーするものは殆ど無い、狭く深く

EJの
各サイト

40

本文から探す:ＥＪの各サイト

IndexIndexIndexIndex
パッケージパッケージパッケージパッケージのののの

リストリストリストリスト
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本文から探す:ＥＪの各サイト

42

‘heat island’ tokyo

プルダウンメニュープルダウンメニュープルダウンメニュープルダウンメニューでででで
Full Text をををを選択選択選択選択

本文から探す:ＥＪの各サイト

43

HTML HTML HTML HTML とととと PDFPDFPDFPDF のののの２２２２つつつつ
のののの方法方法方法方法ででででFull TextFull TextFull TextFull Text をををを
開開開開いてみることができいてみることができいてみることができいてみることができ
ますますますます。。。。

本文から探す:ＥＪの各サイト

44

本文本文本文本文をををを見見見見るとるとるとると、、、、
検索検索検索検索ワードワードワードワードがががが赤字赤字赤字赤字でででで
表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。

本文から探す:ＥＪの各サイト
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著作権著作権著作権著作権についてについてについてについて
‐ “Terms and Conditions”

– 「協約と利用条件」を遵守すること

利用制限利用制限利用制限利用制限についてについてについてについて

– システムによる自動ダウンロード禁止

– 大量ダウンロード禁止

– 構成員による個人利用に限定

– データを改ざんして利用することの禁止

電子ジャーナル利用上の注意

46

電子ジャーナル：まとめ

電子ジャーナル
（契約／無償公開）

雑誌から探す

雑誌から探す

論題、件名、抄録中の
キーワードから探す

キーワードや引用関係
から探す

本文から探す

アクセス
サービス

OPAC EJの
各サイト

Web of 
Science

データ

ベース

47

電子ブック

� 電子電子電子電子ブックブックブックブック
– 調べるタイプ

– 読むタイプ

– アクセス方法
� 図書館アクセスサイトから「電子ブック」

� OPACからのリンク

� Academic Resource Cabinet（リンク集）

– 無料サイトあり

– その他
� ニュース：電子書籍の貸出、始まる

48

1. インターネットで使える電子書籍

2. 調べるタイプとととと読むタイプがあるがあるがあるがある

電子ブック：調べるタイプ・読むタイプ

辞書辞書辞書辞書・・・・事典事典事典事典ののののデータベースデータベースデータベースデータベース

調べるタイプ

「「「「青空文庫青空文庫青空文庫青空文庫」」」」 「「「「Project Gutenberg」」」」などなどなどなど

（（（（著作権著作権著作権著作権のののの切切切切れたれたれたれた図書図書図書図書のののの全文全文全文全文ををををインターネットインターネットインターネットインターネットでででで公開公開公開公開））））

読むタイプ
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電子ブックのメリット・デメリット

•手軽手軽手軽手軽にににに２４２４２４２４時間時間時間時間
•どこからでもどこからでもどこからでもどこからでも検索検索検索検索
•正正正正しいしいしいしい情報情報情報情報・・・・誤誤誤誤ったったったった情報情報情報情報？？？？

情報情報情報情報のののの発信源発信源発信源発信源はははは誰誰誰誰？？？？
玉石混交玉石混交玉石混交玉石混交

•手軽手軽手軽手軽にににに２４２４２４２４時間時間時間時間
•学内限定学内限定学内限定学内限定アクセスアクセスアクセスアクセス

同時同時同時同時アクセスアクセスアクセスアクセス人数制限人数制限人数制限人数制限
•情報情報情報情報のののの発信源発信源発信源発信源はははは明確明確明確明確

電子電子電子電子ブックブックブックブックでででで
調調調調べるべるべるべる

インターネットインターネットインターネットインターネット検索検索検索検索サービスサービスサービスサービスでででで
調調調調べるべるべるべる

電子ブック：調べるタイプ・読むタイプ

50

言葉言葉言葉言葉やややや事柄事柄事柄事柄をををを調調調調べるにはべるにはべるにはべるには…………

電子電子電子電子ブックブックブックブックをををを
使使使使ってってってって調調調調べるべるべるべる

電子ブック：調べるタイプ

51

名大名大名大名大でででで利用利用利用利用できるできるできるできる電子電子電子電子ブックブックブックブック

� 調調調調べるべるべるべるタイプタイプタイプタイプ --------辞書辞書辞書辞書・・・・事典事典事典事典————

JapanKnowledgeJapanKnowledgeJapanKnowledgeJapanKnowledge Oxford Reference OnlineOxford Reference OnlineOxford Reference OnlineOxford Reference Online

Gale Virtual Reference Library  Gale Virtual Reference Library  Gale Virtual Reference Library  Gale Virtual Reference Library  

Kenkyusha Online DictionaryKenkyusha Online DictionaryKenkyusha Online DictionaryKenkyusha Online Dictionary

Wiley Wiley Wiley Wiley InterscienceInterscienceInterscienceInterscience Reference WorksReference WorksReference WorksReference Works

化学書資料館化学書資料館化学書資料館化学書資料館 理科年表理科年表理科年表理科年表プレミアムプレミアムプレミアムプレミアム

� 読読読読むむむむタイプタイプタイプタイプ -------- 図書図書図書図書全文全文全文全文--------

NetLibraryNetLibraryNetLibraryNetLibrary SpringerLinkSpringerLinkSpringerLinkSpringerLink Book SeriesBook SeriesBook SeriesBook Series

電子ブック：調べるタイプ・読むタイプ

52

� コンテンツ ３０以上収録
百科事典: 日本大百科全書日本大百科全書日本大百科全書日本大百科全書（（（（ニッポニカニッポニカニッポニカニッポニカ））））((((小学館小学館小学館小学館））））

Encyclopedia of JapanEncyclopedia of JapanEncyclopedia of JapanEncyclopedia of Japan（（（（講談社講談社講談社講談社））））
人名事典: 日本人名大辞典日本人名大辞典日本人名大辞典日本人名大辞典（（（（講談社講談社講談社講談社）））） JK WhoJK WhoJK WhoJK Who‘‘‘‘s Whos Whos Whos Who
用語事典: 情報情報情報情報・・・・知識知識知識知識 imidasimidasimidasimidas（（（（集英社集英社集英社集英社））））

現代用語現代用語現代用語現代用語のののの基礎知識基礎知識基礎知識基礎知識（（（（自由国民社自由国民社自由国民社自由国民社）））） などなどなどなど
国語辞典: デジタルデジタルデジタルデジタル大辞泉大辞泉大辞泉大辞泉（（（（小学館小学館小学館小学館））））

そのほかそのほかそのほかそのほか英和辞典・ 和英辞典
週刊週刊週刊週刊エコノミストエコノミストエコノミストエコノミスト（（（（毎日新聞社毎日新聞社毎日新聞社毎日新聞社））））・・・・ 東洋文庫東洋文庫東洋文庫東洋文庫（（（（平凡社平凡社平凡社平凡社）））） などなどなどなど

� 学内限定 同時アクセス２
終了終了終了終了するときはするときはするときはするときは必必必必ずずずず「ログアウト」ボタンボタンボタンボタンををををクリッククリッククリッククリックしてくださいしてくださいしてくださいしてください

名大名大名大名大でででで利用利用利用利用できるできるできるできる電子電子電子電子ブックブックブックブック

JapanKnowledge （辞書・事典・叢書 / 日本語 ）

電子ブック：調べるタイプ
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53

名大名大名大名大でででで利用利用利用利用できるできるできるできる電子電子電子電子ブックブックブックブック
JapanKnowledge（辞書・事典・叢書 / 日本語 ）

JapanKnowledgeでは沢山の事典・辞書
を一括検索（OneLook検索）出来ます。

電子ブック：調べるタイプ

54

電子電子電子電子ブックブックブックブックへのへのへのへのアクセスアクセスアクセスアクセス方法方法方法方法

アクセス方法

1.1.1.1. 図書館図書館図書館図書館サイトサイトサイトサイトからからからから「「「「電子電子電子電子ブックブックブックブック」」」」

2.2.2.2. OPACOPACOPACOPACからのからのからのからのリンクリンクリンクリンク

3.3.3.3. Academic Resource Cabinet Academic Resource Cabinet Academic Resource Cabinet Academic Resource Cabinet （（（（リンクリンクリンクリンク集集集集））））
� 無料サイトあり

55

電子電子電子電子ブックブックブックブックののののタブタブタブタブ

http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/
56

電子電子電子電子ブックブックブックブック関連関連関連関連のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ
（（（（障害情報障害情報障害情報障害情報/メンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス情報情報情報情報））））
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57

それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの簡単簡単簡単簡単なななな内容内容内容内容やややや
言語等言語等言語等言語等がががが表示表示表示表示されているされているされているされている

58

「「「「JapanKnowledge」」」」ををををクリッククリッククリッククリック

59

タイトルタイトルタイトルタイトルををををクリッククリッククリッククリック

60

ログインログインログインログイン（（（（法人法人法人法人））））
ををををクリッククリッククリッククリックしてしてしてしてログインログインログインログイン
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61

ノーベル

ワンルックワンルックワンルックワンルック（（（（一括検索一括検索一括検索一括検索））））
できるできるできるできるコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ一覧一覧一覧一覧

検索語検索語検索語検索語をををを入力入力入力入力

62

ヒットヒットヒットヒットしたしたしたした項目項目項目項目とととと掲載掲載掲載掲載されているされているされているされている
事典名事典名事典名事典名のののの一覧一覧一覧一覧がががが表示表示表示表示されるされるされるされる

63 64

終了終了終了終了するときはするときはするときはするときは必必必必ずずずず
ログアウトログアウトログアウトログアウトををををクリッククリッククリッククリックするするするする
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65

アクセス方法：OPACからのリンク

★★★★電子電子電子電子ブックブックブックブックををををクリッククリッククリッククリック

WWWOPAC詳細表示

66

Academic Resource Cabinet (リンクリンクリンクリンク集集集集））））

67

電子電子電子電子ブックブックブックブックををををクリッククリッククリッククリック

68
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69

電子ブック：ニュース

� ニュースニュースニュースニュース（（（（朝日新聞朝日新聞朝日新聞朝日新聞2007200720072007年年年年11111111月月月月7777日日日日（（（（土土土土））））夕刊記事夕刊記事夕刊記事夕刊記事））））

– ネットで電子書籍の貸し出し
� 千代田区立図書館 期限過ぎると「消滅」

– 千代田千代田千代田千代田WebWebWebWeb図書館図書館図書館図書館（（（（11111111月月月月26262626日日日日からからからから試用期間試用期間試用期間試用期間スタートスタートスタートスタート））））

• 千代田区立図書館では、日本の公共図書館では初めて
インターネットを活用した「千代田Web図書館」をスタート。
このサービスは、電子図書をインターネット上で貸出・返
却を行なうもの。自宅などのパソコン上で、電子書籍を借
りて読める。

• プリントアウトやダウンロードはできない。2週間の貸出期
間が終了すると自動的に画面からみることができなくなる。

70

その他

1.1.1.1. Academic Resource CabinetAcademic Resource CabinetAcademic Resource CabinetAcademic Resource Cabinet（（（（リンクリンクリンクリンク集集集集））））
– 名古屋大学附属図書館が提供する学術情報探索のための

ポータルサイト

� 無料の電子ジャーナル・電子ブック

2.2.2.2. パスファインダーパスファインダーパスファインダーパスファインダー（（（（情報情報情報情報へのへのへのへの道道道道しるしるしるしるべべべべ））））

3.3.3.3. 電子電子電子電子コレクションコレクションコレクションコレクション （（（（名古屋大学附属図書館名古屋大学附属図書館名古屋大学附属図書館名古屋大学附属図書館））））
AKF (Academic Knowledge Factory:名古屋大学学術ナレッジ

ファクトリー) 

– 学術機関リポジトリ

– エココレクション

– 電子展示 「地獄物語」の世界

71

まとめ

1.1.1.1. 電子電子電子電子ジャーナルジャーナルジャーナルジャーナル
� 論文と雑誌

� 電子ジャーナルとは

� 電子ジャーナルへのアクセス方�法

� データベース

2.2.2.2. 電子電子電子電子ブックブックブックブック
� 調べるタイプ

� 読むタイプ

3.3.3.3. そのそのそのその他他他他
� Academic Resource Cabinet（リンク集）

� パスファインダー（情報への道しるべ）

� 電子コレクション （名古屋大学附属図書館）

72

電子情報

受講頂きありがとうございました


