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入門的な情報 

広島修道大学図書館 作成日 2008.04.01 改訂日 2015.04.01 

 

 

 

“■”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。 

 

 

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 

 

 

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

査しましょう。 

■ JapanKnowledge Lib 

『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。 

 

＜図書館所蔵している図書（一例）＞ 

資料情報 請求記号 配架場所 

精神分析事典：ラルース版 146.03/C38 2階参考図書 

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） 
O81/A17 

2階白書・ブックレ

ット等 

 

 

 

✽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図書（一例）＞ 

資料情報 請求記号 配架場所 

精神分析の名著：フロイトから土居健

郎まで 立木康介編著 中央公論新社 

2012 (中公新書:2166) 

080/C 
3階新書･

文庫 

心理学スタンダード：学問する楽しさ

を知る サトウタツヤほか編著 ミネ

ルヴァ書房 2014 

140/Sa85 
3 階一般

図書 

図説世界を変えた 50 の心理学 ジェ

レミー・スタンルーム著  原書房 

2014  

140.2/St2 
3 階一般

図書 

 

 

 

✽国内で刊行されている図書から探す 

■Webcat Plus 
江戸期前から現代までに出版された日本の書物を

「一致検索」や「連想検索」で探すことができ、所

蔵している図書館も表示されます。 

 

■NDL-OPAC 

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ます。 

 

■Books.or.jp 

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

あります。 

 

 

✽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＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配架場所 

心理学評論 Z140/SHI1 
2 階新着

雑誌 

心理学研究 Z140/SHI2 
2 階新着

雑誌 

教育心理学研究 Z370/KYO-013 
2 階新着

雑誌 

心理学ワールド Z140/SHI5 
2 階新着

雑誌 

The Journal of Psychology Z140/JOU12 
2 階新着

雑誌 

 

✽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

図書館も表示されます。 

 

■NDL-OPAC  

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている図書

や雑誌が検索できます。 

キーワード・関連語 

雑誌・雑誌記事を探す 

心理学関係資料の調べ方 

図書を探す 
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図書館にない資料を手に入れる 

✽雑誌の中の記事を探す 

■CiNii(ｻｲﾆｨ)Articles:日本の論文をさがす 

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です。 

■PsycINFO 

アメリカ心理学会が作成する行動科学と精神医学の査

読誌を専門とする心理学関連分野の最大規模の抄録集

です。 

■PsycARTICLES 

アメリカ心理学会作成の心理学分野全文データベース

です。PsycINFO の検索結果から論文単位のリンクがあ

ります。 

■magazineplus  

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ます。 

■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できます。 

＜CiNiiでこんな雑誌記事が検索できます＞ 

記事情報 

「心理学的タイプの向性とロールシャッハ・テストの体験型と

の関連」佐藤 淳一 心理臨床学研究 32(3) 392-397  2014 

「学生のトラウマ体験と対処についての調査」渡辺 昭彦  

東京都市大学共通教育部紀要 7 139-146 2014 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新聞記事は、データベースを利用すれば、簡単にキーワー

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

ます。全文はもちろん、PDFファイルで掲載紙面のままを

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＞ 

データベース 新聞 収録期間 

聞蔵Ⅱビジュアル 朝日新聞 1879年～ 

日経テレコン 

日本経済新聞 

日経産業新聞 

日経ＭＪ 

日経金融新聞 

1975年～ 

毎索 毎日新聞 1872年 3月～ 

ヨミダス歴史館 読売新聞 1874年 11月～ 

 

 

更に深くテーマを掘り下げるには専門事典、白書、年鑑な

どの情報源が役立ちます。 

 
資料情報 請求記号 配場所 

心理学大図鑑 キャサリン・コ

ーリンほか著 2013 三省堂 
140/C84 

3 階一般

図書 

最新心理学事典 内田伸子ほか

編 平凡社 2013 

140.33/ 

H51 

2 階参考

図書 

英和心理学用語集 心理学用語

研究会編 培風館 2014 

140.33/ 

Sh69 

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 

 

 

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 請求記号 配架場所 

青年期のアイデンティティの確立と支

援 田島信元監修・大野久指導，サン・

エデュケーショナル, 2013， (DVD 

Psychology series, 発達と支援Ⅱ:児

童期～高齢期：現代心理学；4) 

376.11/ 

H43 

2 階視聴

覚コーナ

ー 

心理療法 丸善出版日本語版制作, 丸

善出版株式会社映像メディア部，2011，

(Maruzenn audiovisual librarｙ 

心理学への招待；第 22巻 ) 

140/Ma59 

2 階視聴

覚コーナ

ー 

 

 

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 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

用》を利用して申し込んでください。ただし、料金は利

用者負担です。
 

専門的な情報源 

ＡＶ資料 

新聞記事を探す 

検索結果の雑誌は必ず OPAC で検索！ 

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

要に応じてコピー 

所蔵している図書館へ

行く or 文献複写依頼

で取り寄せ（有料） 

『心理臨床学研究』32(3) 
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