広島修道大学図書館 作成日 2008.04.01

心理学関係資料の調べ方
■ このマ ークが付いているデータベース は、図書館ホームページ「 データベース 検索」内にリンクされて いま す。

✽国内で刊行されている図書から探す

キーワード・関連語

■Webcat Plus

心、ストレス、トラウマ、青年期、知能、性格、学習、社
会、フラストレーション、フロイト、自己、自我など

明治以前の図書から新刊書まで約 250 万冊の日本語
の図書が「連想検索」できる。所蔵している図書館
も表示される。

■NDL-OPAC

入門的な情報
文献を探す前に、テーマに関する基本的な知識や背景を調

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている
図書や雑誌が検索できる。

査しましょう。

■ JapanKnowledge

■Books.or.jp

『日本大百科全書』、『現代用語の基礎知識』『プログレッ
シブ英和中辞典』などが利用できます。

国内で発行された入手可能な書籍が検索できる。出
版社のホームページやオンライン書店へのリンクも
ある。

＜図書館所蔵している図書（一例）＞
資料情報

請求記号

雑誌・雑誌記事を探す

配架場所

世界大百科事典
2007 年改訂新版

031/H51

2 階百科事典・白書

日本の統計

351.05/N71

2 階参考図書

心理学がわかる。新版 朝日
新聞社 2003 (AERA MOOK:89)

081/A17

2 階百科事典・白書

✽OPAC を使い、学内の所蔵から探す
オンライン目録（OPAC）で本学図書館の蔵書を調べる
ことができます。資料の所蔵の有無、配架場所、請求
記号がわかります。

＜図書館で所蔵している主な雑誌＞

図書を探す

資料情報（書誌情報）

請求記号

配架場所

心理学評論

Z140/SHI1

2 階雑誌

オンライン目録（OPAC）で本学図書館の蔵書を調べるこ

教育心理学研究

Z370/KYO13

2 階雑誌

とができます。資料の所蔵の有無、配架場所、請求記号

The Journal of Psychology

Z140/JOU12

2 階雑誌

✽OPAC を使い、学内の所蔵から探す

がわかります。

＜図書館で所蔵している図書（一例）＞
資料情報
痛快!心理学 ハンディ版 和田秀樹著
集英社インターナショナル 2003

請求記号

配架場所

140/W12

3 階一般

✽国内で刊行されている雑誌から探す
■Webcat Plus
一致検索では、図書と雑誌が検索できる。所蔵している
図書館も表示される。

はじめて出会う心理学 長谷川寿一ほ
か著 東京 有斐閣 2000

140/H36

3 階一般

■NDL-OPAC
こころの生態系 日本と日本人、再生の
140.4/Ka93
条件 河合隼雄ほか著 講談社 2000

3 階一般

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている図書
や雑誌が検索できる。
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✽雑誌の中の記事を探す

ます。全文はもちろん、PDF ファイルで掲載紙面のままを

■CiNii(サイニイ)：NII 論文情報ナビゲータ

閲覧することも可能です。
＜図書館で利用できるデータベース＞

学協会で発行された学術雑誌と大学等で発行された研
究紀要の両方を検索し、検索された論文の引用文献情報
や本文を PDF ファイルで閲覧することが可能。

データベース

新聞

収録期間

聞蔵

朝日新聞

1985 年 8 月〜

日経テレコン 21

日本経済新聞

1975 年〜

■PsycINFO
アメリカ心理学会が作成する心理学関連分野の記事索
引で、1872 年以降の文献データを抄録まで収録。

専門的な情報源
更に深くテーマを掘り下げるには専門事典、白書、年鑑な

■PsycARTICLES

どの情報源が役立ちます。

アメリカ心理学会作成の心理学分野全文データベース。
PsycINFO の検索結果から論文単位のリンクあり。

請求記号

配場所

■MAGAZINEPLUS

心理学事典 新版 下中邦彦責任
編集 平凡社 1981

140.33/ H51

2 階参考
図書

国内最大の雑誌・論文記事のデータベース。一般週刊誌
から学術雑誌まで幅広く採録されている。

感覚・知覚心理学ハンドブック新編
大山正ほか編 誠信書房 1994

141.2/O69

2 階参考
図書

臨床心理学キーワーズ 川崎医療
福祉大学臨床心理学科編 ナカニ
シヤ出版 2004

146.03/ Ka97

2 階参考
図書

コミュニティ心理学ハンドブック
日本コミュニティ心理学会編 東
京大学出版会 2007

361.4/N71

2 階参考
図書

■国立国会図書館雑誌記事索引（NDL-OPAC）
国内で刊行された学術雑誌、紀要を中心に人文科学･社
会科学・自然科学の記事情報が検索可能。

＜CiNii でこんな雑誌記事が検索できます＞

資料情報

記事情報
「社会的ジレンマにおける集団協力ヒューリスティクスの効
果」 神信人 社会心理学研究 12(3) 1997 pp.190-198
「新入生による「学生相談室アンケート」の結果に関する教育
臨床心理学的考察」 後藤 倬男ほか 名古屋芸術大学研究紀
要 Vol.28 2007 pp. 97-105

検索結果の雑誌は必ず OPAC で検索！
『社会心理学研究』

『名古屋芸術大学研究紀要』

本学で所蔵している

本学で所蔵していない

配架場所で閲覧、必

所蔵している図書館へ

要に応じてコピー

行く or 文献複写依頼

ＡＶ資料
ビデオや DVD などの視聴覚資料も参考になります。
＜心理学関係ＡＶ資料一例＞
資料情報
生涯発達心理学とは : 発達の仕組み
と様相 田島信元監修・指導.サン・
エ デ ュケ ーシ ョナ ル , 2006 (DVD
Psychology series, ビジュアル生涯
発達心理学入門:1).

請求記号

配架場所

143/B42

2 階視聴
覚 コー ナ
ー1

『サンプリングと統計的推測』 放
送大学教育振興会, 2002 (放送大学 140.7/H93
ビデオ教材, 心理学研究法('03):9).

2 階視聴
覚 コー ナ
ー1

図書館にない資料を手に入れる

で取り寄せ（有料）

他大学図書館や国立国会図書館の資料は複写・借り出し
ができます。図書館２階

新聞記事を探す

レファレンスカウンターで申

し込むか、マイライブラリの《文献の複写》《資料の借

新聞記事は、データベースを利用すれば、簡単にキーワー

用》を利用して申し込んでください。ただし、料金は利

ドや日付などの条件に応じた記事を探し出すことができ

用者負担です。
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