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1. ProQuest Central のアクセス方法



ProQuest Central のアクセス方法
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1. 図書館のホームページにアクセス: 
https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/

2. ［データベース］から、図書館データベースのリストを開きます。

https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/


ProQuest Central のアクセス方法
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3. ProQuest Central は［全分野外国語］に分類されています。

• キャンパス内で利用する場合は、端末が大学のネットワークに接続され
ている状態でデータベース名をクリックします。

• キャンパス外で利用する場合は、リストの右側の をクリックし、, 
統一認証システムのIDとパスワードでログインしてください。
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ProQuest Central のアクセス方法
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ProQuest インターフェース言語の変更方法

• 画面右上の クリック ⇒［日本語］で言語選択画面を展開

• 英語（オリジナル）など、複数の言語が選択可能です。
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2. ProQuest Central データベースについて
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ProQuest Centralとは?

175 
科目を
収録

編集さ
れた質
の高い
情報

47にのぼる
主要な学術
データベース

ジャーナル
以外の重要
コンテンツ

25,000 
タイトル



ProQuest Central に収録されている47のデータベース
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主要学術雑誌: 出版社

主要学術雑誌
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主要学術雑誌: タイトル

主要学術雑誌
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グローバルな収録

学術研究を支援する
コンテンツ
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学術雑誌以外のコンテンツ: 主要雑誌と新聞

学術研究を支援する
コンテンツ
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“One of the most read 
journals in the world”
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2018年から、イメージPDFとして利用
できるようになりました！

ProQuest Central ピックアップ The Economist
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学術雑誌以外のコンテンツも収録

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Trade publications

Book reviews

E-books

Reference materials (e.g. Wikipedia)

Newspapers

Dissertations or theses

Raw data (financial, demographic, etc.)

Abstracts

Working papers

Conference proceedings

Books (print)

「学術雑誌に加えて、その他にどのような情報源を研究ではご利用になりますか？」

700名以上のビジネス及び社会科学における研究者の方々からの回答

学術研究を支援する
コンテンツ
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最新の学術研究が出版されるまで、
査読のプロセスを得ると 2～3年間の月日がかかります

2,700,000 本を全文で提供

300,000 本を全文で提供

170,000 本を全文で提供学会の会議論文

学位論文

ワーキングペーパー

最新の研究活動を
優先的に収録
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その他収録情報：市場調査レポート

授業で使用できるコンテ
ンツを豊富に収録
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その他収録情報：ケーススタディ

• 100,000 のケーススタディを全文で収録
• 理論が実地でどのように適用されるかを

学生に伝える最適なコンテンツ

授業で使用できるコンテ
ンツを豊富に収録
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3. 情報の生産・流通と信頼性



情報の生産及び流通と信頼性
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一般雑誌

週刊誌

テレビ
ラジオ
ウェブ

新聞 学術雑誌 図書 公的資料
レファレンス

ツール
辞書・辞典類
ハンドブック

教科書

現在 1日後 数ヵ月後1 週間後
～数ヵ月後

1 年後～
数年後

断片的な情報
信頼性はより不確かな傾向

整理・検証された情報
信頼性はより高い傾向

出典：市古, みどり, 真紀子上岡, and 睦保坂.資料検索入門 : レポート・論文を書くために. 慶應義塾大学出版会, 2014. Print.



22

フェイクニュースを見極めるための情報リテラシー

国際図書館連盟 (The International Federation of Library Associations: IFLA) - How To Spot Fake News
– Retrieved from https://www.ifla.org/publications/node/11174

https://www.ifla.org/publications/node/11174
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国際図書館連盟作成 “How to Spot Fake News” ポスター COVID-19版

国際図書館連盟 (The International Federation of Library Associations: IFLA) - How to Spot Fake News 
– COVID-19 Edition – Retrieved from https://www.ifla.org/publications/node/93015

https://www.ifla.org/publications/node/93015
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4. ProQuest Central の検索方法
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ホーム画面から基本検索

検索例題 1： Pandemic（パンデミック）で検索してみましょう。

• 検索ボックスにキーワードを入れて基本検索を行います。



フィルターで結果を絞り込み
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検索例題 2： 検索例題 1 の結果を絞り込みます。

• 2022年に出版された査読済みの学術雑誌記事のなかから、［主題］が
［Colleges & Universities］（大学）のものを表示してみましょう。



フィルターで結果を絞り込み
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絞り込みの手順①：［絞込み］⇒［全文］をクリック



28

フィルターで結果を絞り込み

絞り込みの手順②：［発信元のタイプ］⇒［学術誌］

• 学術誌に絞る込む前に、［詳細 >］をクリックし、他にどのような形態の
資料が収録されているか、確認してみましょう。



フィルターで結果を絞り込み
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絞り込みの手順③：［絞込み］⇒［査読済み］



査読とは何か?
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査読（さどく、英: peer review、ピア・レビュー）とは、

研究者仲間や同分野の専門家による評価や検証のことである。

研究者が学術雑誌に投稿した論文が掲載される前に行われる。

研究助成団体に研究費を申請する際のそれも指すことがある。

審査（しんさ refereeing）とも呼ばれることがある。

査読 IN Wikipedia. Retrieved March 8th, 2016 from https://en.wikipedia.org/wiki/査読

https://en.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%BB%E8%AA%AD


査読とは何か?
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査読制度（referee system; peer review）

学術雑誌に投稿された論文の内容を査読者（referee）が審査し、当該雑誌に

掲載するか否かを判定する制度. レフェリー制度, 審査制ともいう. この制度に

よって, 投稿論文と著者は専門的承認を受け, 一方学術雑誌は質を維持することが

できる. 査読は, 雑誌の編集委員や投稿論文の内容に詳しい専門家に依頼する. 審
査を構成に行うために, 論文の著者と査読者の両者に互いの氏名を知らせず, 投稿

論文を審査し, それに応じた書き直しを求める場合が多い. 査読の結果却下される

件数は, 学問分野によって多少異なるが, 図書を主要な発表手段として

いる人文科学においても, この却下率は高い.

出典：日本図書館情報学会用語辞典編集委員会. 図書館情報学用語辞典, 第4版 ed.: 丸善出版, 2013.



フィルターで結果を絞り込み

32

絞り込みの手順④：［出版日］⇒［過去12か月］
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フィルターで結果を絞り込み

絞り込みの手順⑤：［主題］フィルターを展開 ⇒［詳細 >］をクリック
⇒ ［Colleges & Universities］を選択し、［適用］をクリックします。

［主題］をクリックすると、

［件数］から［主題］の

アルファベット順に並べ替

えをすることができます。



文献の抄録（要約）を確認する
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• 各記事の左上［Quick look］ をクリックして展開します。

• 研究テーマとの関連を効率よく確認することができます。
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テキストの機械翻訳機能

• テキスト形式の抄録と全文は英語から日本語への機械翻訳が可能です。
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テキストの読み上げ（スピーチ）機能

• テキスト形式の全文は機械による本文の読み上げが可能です。



37

フィルターで結果を絞り込み

絞り込みの手順⑥：適用した絞込みは をクリックすると容易に外す
ことができます。＝ 様々な項目で絞り込みを試して、より関連性の高い
コンテンツに効率よくアクセスすることができます。
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ブール論理演算子 #1 – AND検索 & 完全一致（フレーズ）検索

検索例題 3： Basic Income（ベーシックインカム）で検索します。

• AND検索と完全一致検索の違いを見てみましょう.

• AND検索： basic AND income または basic income と続けて2つの

単語を検索ボックスに入力します。

• 演算子 AND は大文字で入力します。

• 完全一致検索： “basic income” のように、2つの単語を “ ” で括り、

検索します。
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AND検索の検索範囲

Aという単語とBという単語の

両方がコンテンツに含まれて
いるものを検索する。

AND検索のイメージ

‘Basic’ という単語と、 ‘Income’ と
いう単語の両方が必ずコンテンツ内
の（どこかに）含まれている。

…...basic............………
...

……………….…income….
…

AND検索とは？
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完全一致検索のイメージ

Basic Incomeという、 “ ” 
で括った複数単語が、一つの単語
として扱われて検索される。

【完全一致検索の例】

 “discourse analysis”

 “gender equality”

 “internet of things”

 “gravitational wave”

 “to be, or not to be”

Basic income…….…

…basic income.…….....

.……….……basic income

完全一致検索とは？
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検索例題 4： Climate Change（気候変動）または Climate Crisis
（気候危機）いずれかの単語を含んだコンテンツを検索します。

• OR 検索：“climate change” OR “climate crisis” のように、
2つのキーワードを OR で前後につなぎます。

ブール論理演算子 #2 – OR検索
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Aという単語またはBという単語

のどちらかがコンテンツに含まれ
ているものを検索する。

‘Climate Change’または ‘Climate Crisis’
という単語がコンテンツに含まれている
ものであれば、全て結果として表示する。

cimate change…

OR

..…climate crisis

OR検索の検索範囲 OR検索のイメージ

OR検索とは？
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AND検索の検索範囲

Aという単語とBという単語の

両方がコンテンツに含まれて
いるものを検索する。

AND検索のイメージ

‘Climate Change’ という単語と、
‘Climate Crisis’ という単語の両方が
必ずコンテンツ内の（どこかに）
含まれている。

…..Climate Change…....

…………Climate Crisis

AND検索とは？



図書館のコレクションに全文がないか確認する
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ProQuestに全文がない場合、 をクリックしてください。

• リンクリゾルバー機能が図書館の紙の資料また

は購読している他のデータベースに記事の全文

があれば表示してくれます。

• それでも見つからない場合は、図書館間貸借

（ILL）サービスを利用しましょう。

開いた画面内に案
内されたリンクか
ら、図書館の契約
する他のデータ
ベースに収録され
た同記事の全文に
アクセスしてくだ
さい。
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ブール論理演算子 #2 – NOT検索

検索例題 5：Clean Energy（クリーンエネルギー）を含むが、
Nuclear（核）という単語は含まない記事を検索してみましょう。

• NOT 検索：“clean energy” NOT nuclear のように、
2つのキーワードを NOT で前後につなぎます。
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Aという単語が含まれたコン
テンツのなかから、Bという
単語が含まれていないもの
を検索する。

クリーンエネルギーに関するコンテ
ンツだが、 核（Nuclear）という単語
は本文に全く含まれていない。

The electricity generation

15 years.

NOT検索の検索範囲 NOT検索のイメージ

NOT検索とは？

wind turbines has increased

dramatically for the last



検索画面の変更

用途に合わせて詳細検索や、出版物検索などに画面を切り替え

• 基本検索画面の検索窓上部のリンク、または各画面左上のメニュー
から選択してください。



著者名で検索
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検索例題 6：Paul Krugman 教授 が執筆した論文を検索してみましょう。

• ［詳細検索］を開く ⇒ 検索ボックスに Krugman, Paul と入力 ⇒
右側のプルダウンメニューを［著者 - AU］に変更して検索します。

• 多くの学術データベースでは名前を Surname, First Name の順で入力



テキスト検索と主題（件名）検索の違い
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検索例題 7： Sports Psychology（スポーツ心理学）という単語で、
テキスト検索と主題（件名）検索を比較します。

• 主題検索をするには、［詳細検索］を展開 ⇒ “sports psychology” と入力
⇒ プルダウンメニューを［件名標目 – MAINSUBJECT］に変更して検索



50

テキスト検索 主題検索

Sports psychology,……..

本文（テキスト）内に、検索した
キーワードの記述が実際にある。
しかし、内容は別のテーマについ
て書かれているかもしれない。

本文（テキスト）内に、検索語の記述
がない場合もある。しかし、本文の内
容は検索語に関連するものであると、
“主題タグ”が付けられている。

more and more important

The Climate strength of

the athletes is regarded

テキスト検索と主題（件名）検索の違い

in winning the competition.
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主題（件名）の類語・関連語を探す

検索例題 8： Product Development（製品開発）の類語と関連語を
検索してみましょう。

• ［詳細検索］⇒ 見出しの右側にある［シソーラス（関連語）］をクリック

• ［ProQuest thesaurus (subjects) ］を選択して検索します。

※シソーラス（関連語）は ProQuest Platform に搭載される多くのデータベースに存在するため、図書館がご契約されている
データベースの数により、表示されるシソーラスの数が異なります。
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主題（件名）の類語・関連語を探す

• シソーラスで検索された主題の右隣にあるフォルダをクリックすると、関連語
（類語）が表示されます。

• 関連語とあわせて検索したい場合は、用語の左隣にあるチェックボックスに
チェックを入れ、［検索への追加］をクリックします。
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主題（件名）の類語・関連語を探す

• 検索された主題をクリックすると、［上位語］と［下位語］が表示されます。
（何れも存在しない場合は表示されません。）

• 下位語も含めて検索したい場合は、両方の用語のチェックボックスにチェックを
入れ、［検索への追加］をクリック。



NEAR & PRE の演算子で近接検索
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検索例題 9：Counseling （カウンセリング） と Childではじまる
単語（= Child と Children）が同じパラグラフ内に含まれた記事を検索

• A NEAR/# B （‘#’はAからBまでの文字数を入力）

• 入力方法： counseling NEAR/7 child*

上記の入力により、Childではじまる単語 = Child & Children の前後7ワード以内

に、Counselingという単語が記述された記事を検索します。

‘NEAR’ は大文字で入力してください。

‘*’（アスタリスク）を語尾につけると、～ではじまる単語を検索します。

A PRE/# B ⇒ キーワード A がキーワード B の#ワード以上前に記述がある
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特定の出版物にアクセスする

検索例題 10： The Economist 誌の最新号を検索

• タブ［出版物］をクリックし、タイトル名で検索をしてください。

特定の号にアクセスしたり、タイトル内
でキーワード検索することも可能です。
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5. 参考文献リストの作成と

RefWorksへの書き出し
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参考文献リストを作成する

検索した記事の参考文献リストを作成することができます。

• 記事の左側のボックスにチェックを入れる ⇒［書誌情報］ をクリック

• ドロップダウンから［文献引用書式］を選択し、
［変更］をクリック。

• 参考文献リストの箇所をコピーして、お使いの
ドキュメントファイルに貼り付けてください。
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RefWorksに文献情報を書き出す

RefWorksなど、文献管理ツールへも書き出しが可能です。

• 記事の左側のボックスにチェックを入れる ⇒［すべての保存オプション］
をクリック ⇒［引用のエクスポート］⇒［RefWorks］⇒［続ける］



RefWorksに文献情報を書き出す – バージョン選択
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1. RefWorks へのデータの取り込みを行う際に表示される［エクスポートの
続行 RefWorks？］の画面では、［はい、RefWorksの最新バージョンに
エクスポートします］をクリックしてください。

2. 画面下にチェックを入れると、同じブラウザでは次回以降、このメッセージ
を非表示にすることができます。
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6. 追加情報とお問い合わせ先



ProQuest Central についての追加情報
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検索のヒントや製品に関する資料（英語）を掲載しています。

• https://proquest.libguides.com/pqc

https://proquest.libguides.com/pqc
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ProQuest 画面右上の ⇒［サポートセンター］にお送りください。

お問い合わせ先



講師のおすすめ
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• “Ex Libris - The New York Public Library” /『ニューヨーク公共図書館 エクス・
リブリス』 - 社会のおける図書館の役割がとてもよく分かる映画です。

• 筑波大学図書館情報学図書館の視聴覚室にて視聴できます！

• Amazon Prime にて（会員は）無料で視聴可能または400円でレンタルストリーム

https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/opac/volume/3968231?current=1&total=3&trans_url=%2Fopac%2Fsearch%3Fbase_url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tulips.tsukuba.ac.jp%26count%3D10%26defaultpage%3D1%26defaulttarget%3Dlocal%26order%3Darrival_date_d%26searchmode%3Dcomplex%26title%3D%25E3%2583%258B%25E3%2583%25A5%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A8%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25AF%25E5%2585%25AC%25E5%2585%25B1%25E5%259B%25B3%25E6%259B%25B8%25E9%25A4%25A8%26title_op%3Dand%26type%255B%255D%3Dbook%26type%255B%255D%3Dmagazine_title%26type%255B%255D%3Debook
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8-%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%B9-%E5%AD%97%E5%B9%95%E7%89%88-%E3%83%AA%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B9/dp/B08FYVR7D4/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3IBKYNM0MDZ3N&keywords=%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8&qid=1652841777&sprefix=%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%2Caps%2C268&sr=8-1


アンケートにご協力ください
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以下のURLまたはQRコードからアンケートページを開き、
ご回答いただきますよう、よろしくお願いいたします。

• https://urldefense.com/v3/__https://manaba
.tsukuba.ac.jp/ct/course_2385550_surveya
dm_preview_2532317?showqid=1__;!!Nkn
hfzgzgQ!y1KaMYYioLZ4L-
7bnBnjbNcpHNpKPE3NGsxq-
1GvFqA8aCMWeAAEkfVnT5xXla_Qx1aLh
y9x7MDDip-LEYyS-KUJmpfgy1M$

https://urldefense.com/v3/__https:/manaba.tsukuba.ac.jp/ct/course_2385550_surveyadm_preview_2532317?showqid=1__;!!NknhfzgzgQ!y1KaMYYioLZ4L-7bnBnjbNcpHNpKPE3NGsxq-1GvFqA8aCMWeAAEkfVnT5xXla_Qx1aLhy9x7MDDip-LEYyS-KUJmpfgy1M$
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Thank You


