
データベース名 内容 URL 接続方法 

外国雑誌センター館 
分野別に９大学に配置された拠点図書館が提供する国内

未収集の外国学術雑誌等を体系的に収集・整理したサイト 
https://www.janul.jp/ncop/ フリーアクセス 

化学書資料館 
国内で出版された化学書の検索・閲覧サイト（検索結果およ

び一覧まで無料） 
https://www.chem-reference.com/ フリーアクセス 

国文学論文目録データ 

ベース 

国文学研究資料館が提供する日本文学研究論文の総合 

目録（明治 21年～平成 23年に国内で発表された雑誌 

・紀要・単行本（論文集）等に収録の論文に関する情報） 

http://base1.nijl.ac.jp/~rombun/ フリーアクセス 

国立国会図書館 

デジタルコレクション 

国立国会図書館で収集・保存している著作権処理が済んだ

資料や絶版で入手しにくい資料等の検索・閲覧サービス 

http://dl.ndl.go.jp/ 

（利用マニュアル） 

ネット公開：フリーアクセス 

デジタル送信：本館の専用 PC で

のみ閲覧可 

ジャパンサーチ 

書籍・文化財・メディア芸術分野等、日本のさまざまな分野の

デジタルアーカイブと連携し、多様なコンテンツをまとめて  

検索・閲覧・活用できるプラットフォーム 

https://jpsearch.go.jp/ フリーアクセス 

政府統計サイトマップ 各省庁からの関連白書を閲覧できるサイト https://www.e-stat.go.jp/relatives フリーアクセス 

東邦大学・医中誌診療ガイ

ドライン情報データベース 

東邦大学医学メディアセンター及び医学中央雑誌刊行会が

共同提供する診療ガイドライン情報データベース 
https://guideline.jamas.or.jp/ フリーアクセス 

特許情報プラットフォーム 国内特許情報の検索・閲覧サイト 

https://www.j-

platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BT

mTopPage 

フリーアクセス 

日本語研究・日本語教育

文献データベース 

国立国語研究所が提供する 1950 年から現在までの雑誌 

論文を中心とした日本語研究・日本語教育関連の文献  

検索サイト 

https://bibdb.ninjal.ac.jp/bunken/ja

/ 
フリーアクセス 

判例 
裁判判例情報や各地の裁判所のウェブサイトへリンクする  

サイト 

https://www.courts.go.jp/app/hanr

ei_jp/search1 
フリーアクセス 

利用可能なデータベース一覧  ※並び順 和文表記：50 音順，アルファベット表記： ABC 順 

https://www.janul.jp/ncop/
https://www.chem-reference.com/
http://base1.nijl.ac.jp/~rombun/
http://dl.ndl.go.jp/
https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/campus/library/doc/manual_kokuritsu.pdf
https://jpsearch.go.jp/
https://www.e-stat.go.jp/relatives
https://guideline.jamas.or.jp/
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
https://bibdb.ninjal.ac.jp/bunken/ja/
https://bibdb.ninjal.ac.jp/bunken/ja/
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1


メディカルオンライン 
医学関連分野の必要な文献を全文閲覧・ダウンロードできる

データベース 
http://www.medicalonline.jp/ 学内外（ID・パスワード） 

リサーチ・ナビ 
国立国会図書館が調べものに有用であると判断した資料、 

ウェブサイト等を、特定のテーマや資料群別に紹介するサイト 
https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/ フリーアクセス 

BioMed Central 生物医学全般の雑誌（約 160誌）の全文検索サイト https://www.biomedcentral.com/ フリーアクセス 

CiNii Articles 学術論文情報の検索サイト 
http://ci.nii.ac.jp/ 

（利用マニュアル） 
フリーアクセス 

CiNii books 全国の大学図書館が所蔵する本の情報検索サイト 
http://ci.nii.ac.jp/books/ 

（利用マニュアル） 
フリーアクセス 

CiNii Dissertations 
国内の大学および独立行政法人大学改革支援・学位授与 

機構が授与した博士論文の情報検索サイト 

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

（利用マニュアル） 
フリーアクセス 

CiNii Research 

「CiNii Articles」、「CiNii Books」、「CiNii Dissertations」の他

に、研究データとプロジェクト（科研費）の機能が新たに設けら

れた「CiNii」の統合検索サイト 

https://cir.nii.ac.jp/ja 

（利用マニュアル） 
フリーアクセス 

CNKI 中国の主な学術文献を閲覧できるデータベース   https://tra.oversea.cnki.net/ 
学内外（ユーザネーム・パスワード

から） 

e-Stat 日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト https://www.e-stat.go.jp/ フリーアクセス 

Google Scholar 
さまざまな分野と出典の論説、論文等が検索できる学術文献

検索サイト 

http://scholar.google.com/schhp?hl

=ja 
フリーアクセス 

Integbio データベース 

カタログ 

国内外の生命科学系データベースのメタデータをまとめた 

データベース 

https://integbio.jp/dbcatalog/?lang

=ja 
フリーアクセス 

IRDB 
日本国内の学術機関リポジトリに登録されたコンテンツ

のメタデータを収集し、提供するサイト 
https://irdb.nii.ac.jp/ フリーアクセス 

Iyaku Search（医薬品情報

データベース） 

日本医薬情報センター（ＪＡＰＩＣ）の医薬品に関するデータ 

ベース 

http://database.japic.or.jp/is/top/i

ndex.jsp 
フリーアクセス 

http://www.medicalonline.jp/
https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/
https://www.biomedcentral.com/
http://ci.nii.ac.jp/
https://www.hokuriku-u.ac.jp/library/doc/manual_cinii.pdf
http://ci.nii.ac.jp/books/
https://www.hokuriku-u.ac.jp/library/doc/manual_cinii.pdf
https://ci.nii.ac.jp/d/
https://www.hokuriku-u.ac.jp/library/doc/manual_cinii.pdf
https://cir.nii.ac.jp/ja
https://www.hokuriku-u.ac.jp/library/doc/manual_cinii.pdf
https://tra.oversea.cnki.net/
https://www.e-stat.go.jp/
http://scholar.google.com/schhp?hl=ja
http://scholar.google.com/schhp?hl=ja
https://integbio.jp/dbcatalog/?lang=ja
https://integbio.jp/dbcatalog/?lang=ja
https://irdb.nii.ac.jp/
http://database.japic.or.jp/is/top/index.jsp
http://database.japic.or.jp/is/top/index.jsp


 

J-GLOBAL 文献、特許、研究者などの科学技術情報 https://jglobal.jst.go.jp/ フリーアクセス 

J-STAGE 
国内で発行された学術論文全文を読むことのできる総合学術

電子ジャーナルプラットホーム 

https://www.jstage.jst.go.jp/browse

/-char/ja/ 
フリーアクセス 

MDPI 
MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) から出版

された学際的分野のオープンアクセスジャーナルサイト 
https://www.mdpi.com/ フリーアクセス 

Mindsガイドラインライブラリ 
日本医療機能評価機構が評価・選定した日本で公開された

診療ガイドラインの閲覧サイト 
https://minds.jcqhc.or.jp/ フリーアクセス 

NDL オンライン 

国立国会図書館の所蔵資料及び国立国会図書館で利用 

可能なデジタルコンテンツを検索し、各種の申込みができる

サービス 

https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/ 
フリーアクセス 

（申込みは図書館まで） 

Nexis Uni 
世界の新聞・ニュース・企業情報・人物情報等を網羅した  

データベース 
http://www.nexisuni.com/ 

学内 LAN（IPアドレス認証） 

学外(臨時 ID・パスワードから） 

PubMed（ＭＥＤＬＩＮＥ） 
米国立医学図書館による医学分野の代表的な文献情報  

データベース   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubme

d/?otool=ijphuytlib(本学専用 URL) 
フリーアクセス 

United States Patent and 

Trademark Office 
米国特許情報の検索・閲覧サイト http://patft.uspto.gov/ フリーアクセス 

Webcat Plus 
江戸期前から現代までに出版された書物を対象とした情報 

検索サイト 
http://webcatplus.nii.ac.jp/ フリーアクセス 

動画配信 内容 URL 接続方法 

ビジュランクラウド 医学映像教育センターが提供する動画配信サービス https://hokuriku-u.visualearn.jp/ 学内外 (ID・パスワードから) 

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/
https://www.mdpi.com/
https://minds.jcqhc.or.jp/
http://www.nexisuni.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?otool=ijphuytlib
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?otool=ijphuytlib
http://patft.uspto.gov/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
https://hokuriku-u.visualearn.jp/


 

電子ジャーナル OA    

ポータルサイト 
内容 URL 接続方法 

BioMed Central (BMC) 
生物医学分野の研究論文への迅速かつ無料のアクセスを 

実現するサイト 
https://www.biomedcentral.com/ フリーアクセス 

Electronic Journals and 

Periodicals 
心理学関連雑誌等の情報サイト 

https://psych.hanover.edu/Krantz/jo

urnal.html 
フリーアクセス 

Free Medical Journals.com 医学系電子ジャーナルサイト http://www.freemedicaljournals.com/ フリーアクセス 

OALib 
幅広い学問分野のオープンアクセスの論文や OALibジャー 

ナルの検索・閲覧サイト 
https://www.oalib.com/ フリーアクセス 

Search ERIC Database 1966年以降の教育分野の文献・全文情報のデータベース  https://eric.ed.gov/ フリーアクセス 

zbMATH Open 数学分野のオープンアクセスデータベース https://zbmath.org/ フリーアクセス 

電子書籍（サイト名） 内容 接続先 備 考 

Kinoden 

(紀伊國屋書店学術電子図書館) 
図書館で購入した電子書籍 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/hokuriku/ 

学内 LAN（IPアドレス認証） 

学外（シリアルコードから） 

Maruzen eBook Library 

(丸善雄松堂電子書籍配信サービス) 
図書館で購入した電子書籍 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList?1 

学内 LAN（IPアドレス認証） 

学外(臨時の ID・パスワードから） 

https://www.biomedcentral.com/
https://psych.hanover.edu/Krantz/journal.html
https://psych.hanover.edu/Krantz/journal.html
http://www.freemedicaljournals.com/
https://www.oalib.com/
https://eric.ed.gov/
https://zbmath.org/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/hokuriku/
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList?1

