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■本日の内容 

1. APA PsycArticles®とは 

2. 効率よく文献・論文を探す 

3. 文献の参考文献リストを作成する  

4. 検索実習 

5. ヘルプ・オンライン講習会のご紹介 
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 アメリカ心理学会（APA）が発行する心理学系学術雑誌（洋雑誌）を
中心とした電子ジャーナルのコレクションです。2021年4月現在、
119誌（休刊誌等含む）が提供されており、大部分は創刊号からの記
事が収録されています。 
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 1-1. APA PsycArticles®とは  

PsycArticlesの検索画面 収録タイトル例 
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 1-2. APA PsycArticles®とは  

Google検索 
 

 利用対象者：不特定多数 （インターネットに接続できる人なら誰でも） 
 情報源：不特定多数 （インターネットに接続できる人なら誰でも） 
 情報量：膨大 
 検索結果の内容審査：なし （内容が正しいかどうかは検索者が判断） 
 情報提供の継続性：なし （継続して情報を提供するかは発信者に委ねられる） 
 
 

 電子ジャーナル・データベース検索 
 

 利用対象者：契約機関所属者 （大学、研究機関、企業、病院、政府機関等） 
 情報源：信頼できる情報源 （全て信頼おける情報源から収録） 
 情報量：学習に適した量を提供 
 検索結果の内容審査：有り （内容の吟味がなされている） 
 情報提供の継続性：有り（継続して情報を提供） 
 
 

情報の量は圧倒的、情報の信頼性は個人の判断
に委ねられる 

PsycArticlesは
こちらに分類 

学術研究における利用を対象にした信頼性の高
い情報を提供 



 図書館ホームページの「電子ジャーナル」から利用可能
です。 
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 1-3. APA PsycArticles®へのアクセス方法① 

https://www.edogawa-u.ac.jp/facility/library/journal.html 

https://www.edogawa-u.ac.jp/facility/library/journal.html
https://www.edogawa-u.ac.jp/facility/library/journal.html
https://www.edogawa-u.ac.jp/facility/library/journal.html


 PsycARTICLESのリンクをクリックした後、ユーザー名
とパスワードの入力が求められた場合には、以下の情報
を入力してから、ログインボタンを押して下さい。 
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 1-4. APA PsycArticles®へのアクセス方法② 

ユーザー名： 

edu202105 
パスワード： 

Edu202105! 

大文字小文字の違い
に注意して入力して
下さい。 
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 2-1. 効率よく文献・論文を探す 

• 基本検索と絞り込み機能 

– キーワード：japanese college students 

引用符(" ")を使って“japanese college students"と
指定した場合との検索結果の違いを確認しましょう。 

基本検索を実行した後、画面左
側の絞り込み機能を使います。 
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 2-2. 効率よく文献・論文を探す（絞り込み機能） 

• 基本検索と絞り込み機能 

– ［出版日］の棒グラフをクリックす
ると、当該10年分のデータに絞り込
まれます。 

– 対象期間を指定する場合には、棒グ
ラフ下部にあるインジケーター  
を動かして、最後に[アップデート]
をクリックします。 

– [日付範囲の入力]から、日単位での
設定も可能です。 
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 2-3. 効率よく文献・論文を探す（全文表示画面） 

 表示フォーマットの切替 

論文のタイトル、著者名、雑誌名、
巻号情報、出版年、該当ページの 

当該論文を引用している
文献数 
 
（注：ProQuestデータベース
の収録範囲内に限定してカウ
ントされています） 

PDFダウンロード・印刷・
メール送信機能 

• 書誌情報/抄録、参考文献を含めて、論文の詳細情報を確
認することができます。 
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 2-4. 効率よく文献・論文を探す…検索のヒント① 

完全一致検索のイメージ 

… school counselor ……... 

.… school counselor …  

School counselor ….… 

“ ”（引用符、クオーテーションマーク） で囲んだ複数単語が、
一つのキーワードとして扱われて検索が実行される。 

【完全一致検索の例】 
 

 “school counselor” 
 （スクールカウンセラー） 

 “autism spectrum disorders” 
 （自閉スペクトラム症） 

 “suicide prevention” 
 （自殺予防） 

 “operant conditioning” 
 （オペラント条件づけ） 

 “post-traumatic stress disorder” 
 （心的外傷後ストレス障害） 
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 2-5. 効率よく文献・論文を探す（詳細検索） 

• 詳細検索 

– 例：記事タイトルに childを含み、抄録に  tsunami 
もしくはearthquake を含む論文を探す。 

「詳細検索画面」では、演算子(AND/OR/NOT)を使った検索が
可能です。AND→OR→NOTの順で解釈される点に注意して、検
索式を組み立ててください。 

「詳細検索画面」を使うと、
検索フィールドを指定した
検索が可能です。 
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 2-6. 効率よく文献・論文を探す…検索のヒント② 

AND検索とは？ 

AND検索の検索範囲 AND検索のイメージ 

....school….…..………... 

……………….counselor……… 

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。 

school という単語と counselor 
という単語が必ずコンテンツ内の
（どこかに）含まれている。 
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 2-7. 効率よく文献・論文を探す…検索のヒント③ 

OR検索の検索範囲 OR検索のイメージ 

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。 

例： working conditions  OR work 
environment 
 
どちらかの単語が含まれている論文は全て
検索対象となる。 

または 

Work Environment 

OR検索とは？ 

Working Conditions 
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 2-8. 効率よく文献・論文を探す…検索のヒント④ 

NOT検索とは？ 

NOT検索の検索範囲 NOT検索のイメージ 

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。 

例：music therapy NOT guitar 
 
Music therapyに関する論文だが、 
guitarという単語は本文に含まれていない。 

Music therapy……... 

….. piano……… 
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 2-9. 効率よく文献・論文を探す（出版物検索） 

• 出版物検索 

– 例：Journal of Educational Psychology に掲載
された bullying（いじめ）に関する論文を探す。 

educat* のように語尾にアスタリスク「*」を付けると、*以下を他の文字
（複数可）に置き換えて検索することができます。この検索例（educat*）
では、education, educational, educating等が検索対象となります。 

閲覧したい雑誌があらかじめ決まっている場合
には、「出版物検索画面」を使うと便利です。 
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 2-10. 効率よく文献・論文を探す…検索のヒント⑤ 

文字 意味 例 

? ワイルドカード文字  
語の途中または終わりにある任意の 1 
文字を代替して表すために使用します。
複数の文字を表すために複数のワイルド
カード文字を使用することができます。 

nurse? 
検索結果：nurses, nursed (nurse 以外) 
 

sm?th 
検索結果：smith , smyth 
 

ad??? 
検索結果：added, adult, adopt 

* 前方一致検索文字 (*)  
検索用語の変形を取得します。前方一致
検索文字は、検索用語の語頭 （後方一
致）、語尾 （前方一致）、または語中
に使用します。 
標準的な前方一致 (*) は最高 10 文字
を置き換えて、検索用語の変形語を取得
します。 
 

nurse* 
検索結果：nurse, nurses, nursed 
 

colo*r 
検索結果：colour, color 
 

*old 
検索結果：told、household、bold 



 検索結果の文献にチェック ⇒ 画面右上の［書誌情報］アイコンをクリ
ック 
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 3. 文献の参考文献リストを作成する  

• プルダウンメニューから、文献引用書式を選択します。 
• 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るか、Excel形式でダウンロードして
ご利用下さい。 



① 記事タイトルにsocial mediaが含まれている論文を探し、古い順に
並び替えてみましょう。 

② アルバート・バンデューラ(Albert Bandura)博士が発表した、自己
効力感(self-efficacy)に関する論文を探してみましょう。 

③ cognitive behavioral therapy（認知行動療法：CBT）に関する論
文のうち、以下の条件に当てはまるものを探してみましょう。 
 
 1. 2016年以降に発表されたもの 
 2. college students（大学生）を主題に含むもの 

④ 以下の情報から論文を探し、そのタイトルと著者名を特定してくだ
さい。 
 American Psychologist, 56, 227-238 

⑤ 本日の講習会で検索した論文を使って、参考文献リストを作成して
みましょう。 

 

 
©KINOKUNIYA COMPANY LTD 18 

 4. 検索実習  



① 記事タイトルにsocial mediaが含まれている論文を探し、古い順に並び替え
てみましょう。 
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 4. 検索実習－回答例①  

「詳細検索」画面を使います。検索対象フィールドを「記事タイトル – TI」に
限定し、検索結果の並び替え順を「最も古いものを最初に」に指定してから検索
を行ってみましょう。なお、キーワードを引用符で囲むと、より結果を絞り込む
ことができます。 

詳細検索画面下部の「結果ページのオプ
ション」のリンクをクリックすると、並び
替え順と検索結果表示数をあらかじめ指定
することができます。 



② アルバート・バンデューラ(Albert Bandura)博士が発表した、自己効力感
(self-efficacy)に関する論文を探してみましょう。 
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 4. 検索実習－回答例②  

「詳細検索」画面を使います。検索対象フィールドを「著者– AU」に限定後、
「著者を調べる」のリンクをクリックすると、別画面が立ち上がります。著者が
特定できたら、チェックを入れて「検索への追加」ボタンを押します。次に、
キーワードを追加入力し、検索フィールドを「抄録」に指定して検索を行います。 



③ cognitive behavioral therapy（認知行動療法：CBT）に関する論文のうち、
以下の条件に当てはまるものを探してみましょう。 
 1. 2016年以降に発表されたもの 
 2. college students（大学生）を主題に含むもの 
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 4. 検索実習－回答例③  

「詳細検索」画面を使います。発行日をあらかじめ限定しておくと、検索結果の
絞り込みがしやすくなります。また、書誌情報/抄録の「主題」から再検索してみ
ることもおすすめです。 

アメリカ心理学会では、 
“cognitive behavior therapy” 
を見出し語として採用してます。 
 
https://dictionary.apa.org/cogniti
ve-behavior-therapy 

https://dictionary.apa.org/cognitive-behavior-therapy
https://dictionary.apa.org/cognitive-behavior-therapy
https://dictionary.apa.org/cognitive-behavior-therapy
https://dictionary.apa.org/cognitive-behavior-therapy
https://dictionary.apa.org/cognitive-behavior-therapy
https://dictionary.apa.org/cognitive-behavior-therapy


④ 以下の情報から論文を探し、そのタイトルと著者名を特定してください。 
 American Psychologist, 56, 227-238 
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 4. 検索実習－回答例④  

「出版物検索」画面を使います。まずは雑誌を特定して目的の巻号を探します。
56は 「56巻」(Volume 56, Vol.56) という意味です。一方、227-238は掲載
ページ数を表しています。巻数の情報から発行年が特定できたら、ページは１巻
ごとの通しページになっていることに注意しながら、論文を特定しましょう。 

ページ数 

巻号情報 



⑤ 本日の講習会で検索した論文を使って、参考文献リストを作成してみましょう。 
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 4. 検索実習－回答例⑤  

検索結果画面でチェックを入れた論文は、画面右上の選択アイテムリストに保存
されています（選択アイテムリストでの保存はセッション中のみとなります）。 

選択アイテム
リスト 



• 情報収集を行う際には、図書館で使える他のデータベースも活用して
みましょう。ことばの意味を調べたり、心理学関連用語の英語訳を調
べる場合には、ジャパンナレッジが便利です。 
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 4. 検索実習－補足  

https://www.edogawa-u.ac.jp/facility/library/db/index.html 

ジャパンナレッジの全文検索で、【心理学】という
キーワードを入力すると、医学英和辞典などの辞書を
中心に心理学用語が多数ヒットします。 

https://www.edogawa-u.ac.jp/facility/library/db/index.html
https://www.edogawa-u.ac.jp/facility/library/db/index.html
https://www.edogawa-u.ac.jp/facility/library/db/index.html


• ProQuestオンラインヘルプ（検索画面右上よりアクセス） 
https://search.proquest.com/help/academic.ja-
JP/webframe.html?Help_Overview.html 

 

• 2021年オンライン講習会（講師：ProQuest日本支社・小林氏） 
https://mirai.kinokuniya.co.jp/2021/04/23477/ 
PsycArticlesは、「6月18日（金）13:00～14:00」のセッションで取り上げら
れます。この機会にぜひご参加下さい（無料）。 
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 5. ヘルプ・オンライン講習会のご紹介 

https://search.proquest.com/help/academic.ja-JP/webframe.html?Help_Overview.html
https://search.proquest.com/help/academic.ja-JP/webframe.html?Help_Overview.html
https://search.proquest.com/help/academic.ja-JP/webframe.html?Help_Overview.html
https://search.proquest.com/help/academic.ja-JP/webframe.html?Help_Overview.html
https://mirai.kinokuniya.co.jp/2021/04/23477/


ご質問・お問い合わせは… 

• 株式会社紀伊國屋書店 電子書籍営業部 
（担当：吉田） 

• 〒153-8504 東京都目黒区下目黒3-7-10 

• TEL: 03-5719-2501 

• E-mail: pqhelp@kinokuniya.co.jp 
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