
 【A】 

ABI/INFORM Collection 

ビジネス分野で必須とされるジャーナルの他、経済レポート類や企業年次報告書、ワーキングペ

ーパー、ケーススタディ、マーケットリポート、学位論文など、ビジネス研究においてニーズの

高い資料を包括的に収録しています。全文ジャーナルを約 4500 誌、新聞を約 90 紙、企業年次報

告書約を約 4 万件、ワーキングペーパーを約 460 万件搭載しています。 

 

This database features thousands of full-text journals, dissertations, working papers, key business and 

economics periodicals such as the Economist, country-and industry-focused reports, and downloadable 

data. Its international coverage gives researchers a complete picture of companies and business trends 

around the world. 

 

Arts & Humanities Database 

文学、歴史 、芸術 、人文学を網羅した全文ジャーナルデータベースです。ジャーナルは約 500

タイトルを収録し、ABM（ARTbibliographies Modern）、Avery、BHA（Bibliography of the History of Art）、

BHI（British Humanities Index）、DAAI（Design and Applied Arts Index）、Index Islamicus、MLA（Modern 

Language Association）、Philosopher's Index、RILM（Répertoire International de Littérature Musicale）の

書誌情報も搭載しています。 

 

This database complements the ProQuest Arts and Humanities portfolio, providing Full Text access to 

approximately 500 contemporary specialist arts titles combined with journals from related fields including 

ethnic studies, women’s studies, sociology, cultural studies, and more. 

 

Asian and European Business Collection 

経済、各種マーケット、国際貿易等、アジア、欧州地域のビジネス全般のジャーナルやレポート

類を収録したデータベースです。 

 

This database provides information on companies, economies, markets, international trade and overall 

business conditions throughout Asia and European regions. 

 

 【C】 

CBS News 60 Minutes 

米国のテレビネットワーク CBS のニュースドキュメンタリー『60 MINUTES』の番組記録を高画質

のビデオ・ストリーミングで提供するデータベースです。特定のニューストピックを短いドキュ

メンタリーにまとめた内容で 1997 年～2014 年の 17 年分を収録しています。逐語訳が表示される

ため英語の学習教材としても活用できます。 

 

Nearly two decades of CBS 60 Minutes (1997-2014) - television’s most preeminent program--are now 



available in Global Newsstream and U.S. Newsstream as a streaming video news resources and includes full 

transcripts. 

 

 【E】 

Education Database 

高等教育、初期教育、幼児教育、教員教育などあらゆるレベルの教育分野に関連したジャーナル

や学位論文を収録する全文データベースです。ジャーナルは約 1100 タイトルを全文搭載してい

ます。 

 

This database gives users access to about 1,100 top educational publications, including more than 800 of 

the titles in full text. There are more than 2.2 million records to-date, nearly 8,000 of which are dissertations 

and theses. Approximately 75% of the publications included in this database are scholarly journals. 

 

 【H】 

Health & Medical Collection 

医学分野の研究に必要なリソースを総合的に収録したデータベースです。約 2000 タイトルの医

学専門ジャーナルを収録する他、ビデオ、学位論文やガイドラインのコンテンツも充実していま

す。搭載している代表的な著名ジャーナルは、New England Journal of Medicine （1980～現在）、

Lancet（1992 年～現在）、BMJ:British Medical Journal（1988 年～現在）等です（いずれも 2～3 ヶ月

の収録遅延あり）。 

 

This is a comprehensive medical information resource such journals, dissertations, books and videos for 

researchers, students, faculty, and healthcare professionals and provides in-depth international coverage 

from over 3,600 publications with over 3,000 available in full text and of these, over 910 include MEDLINE® 

indexing. The journals included in the Health & Medical Collection cover all major clinical and healthcare 

disciplines, including medical sciences, immunology, pharmacology, nursing, physical fitness and hygiene, 

surgery, and others. Titles include: New England Journal of Medicine, Lancet, BMJ:British Medical Journal 

and others. 

 

 【I】 

International Newsstream 

米国、カナダ以外で発行されている世界の著名新聞約 660 紙をテキスト収録した新聞全文データ

ベースです。主な収録紙は The Guardian（1992 年 8 月～）、The Times (London)（1992 年 4 月～）、

Financial Times（1996 年 5 月～、30 日間の収録遅延あり）、Le Monde（2011 年 4 月～）、El Mundo

（2008 年 5 月～）、Times of India（2017 年 1 月～）、South China Morning Post（1993 年 1 月～）、 

Wall Street Journal Asia（1991 年 1 月～）、Korea Times（2009 年 8 月～）等です。 

 

International Newsstream delivers news from throughout the globe, providing information from more than 



660 of the world top newspapers. Access to both regional and local news from countries worldwide enables 

researchers to compare perspective from news resources closest to where the events originate. 

 

 【L】 

Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) 

言語学および言語科学関連分野の学術文献の書誌抄録を収録したデータベースです。音声学、音

韻論、形態論、統語論、意味論といった言語研究のあらゆる側面を網羅し、雑誌の他に、ブック

レビュー、書籍、学位論文、ワーキングペーパー等の書誌索引を提供しています。 

 

This database abstracts and indexes the international literature in linguistics and related disciplines in the 

language sciences. The database covers all aspects of the study of language including phonetics, phonology, 

morphology, syntax and semantics. Documents indexed include journal articles, book reviews, books, book 

chapters, dissertations and working papers. 

 

 【P】 

ProQuest Dissertations & Theses A&I 

世界中で執筆されたあらゆる分野の博士、修士論文の書誌、抄録情報を約 400 万点収録するデー

タベースです。オープンアクセスで公開されている学位論文は全文公開しています。 

 

The database includes more than 4 million bibliographic citations for the most comprehensive collection of 

dissertations and theses in the world. 

 

Psychology Database 

心理学、神経学を広く網羅する全文ジャーナルデータベースです。ジャーナル収録は 540 タイト

ル以上にのぼり、その多くが PsycINFO に書誌登録されています。 

 

This database combines high impact full text from leading psychology and psychosomatic publications, with 

diverse sources of content including dissertations and training videos to help new students bridge theory 

with practice. It covers over 1,200 publications, including Scholarly Journals, Trade Journals, Books, 

Magazines, Audio & Video Works, and Reports, of which over 800 are full-text. Additionally, there are over 

7,000 full text dissertations adding important aspects to the research landscape. 

 

 【R】 

Research Library 

学術分野のなかでも基礎的な分野ならびに世界的に広く研究されている 150 の分野をカバーした

総合データベースです。全文収録している著名誌には The Economist（1992 年～現在）、Newsweek

（1998 年～現在）、MIT Sloan Management Review（1998 年～現在）、Foreign Affairs（1987 年～現

在）、English Journal（1988 年～現在）等があります。 



 

Research Library provides one-stop access to a wide range of popular academic subjects from business and 

political science to literature and psychology. The database includes more than 6,600 titles - over 5,000 in 

full text - from 1971 forward and features a highly-respected, diversified mix of scholarly journals, trade 

publications, and magazines. This combination of general reference volume and scope makes it one of the 

broadest, most inclusive general reference databases ProQuest has to offer. 

 

 【U】 

US Major Dailies 

米国 5 大主要紙を即日テキスト配信する新聞全文データベースです。収録紙は、New York Times

（1980 年 6 月～）、Wall Street Journal（1984 年 1 月～）、Washington Post（1987 年 1 月～）、Los 

Angeles Times（1985 年 1 月～）、Chicago Tribune（1985 年 1 月～）です。 

 

US Major Dailies provides access to the five most respected US national and regional newspapers, including 

The New York Times and Washington Post, co-exclusive access to The Wall Street Journal, and exclusive 

access to Los Angeles Times and Chicago Tribune. The titles offer researchers thorough and timely coverage 

of local, regional, and world events with journalistic balance and perspective. The content is available by 

8am each day and provides archives stretching as far back as 1985. 

 


