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1. 調査の概要 

 

(1) 調査目的 

本調査は，国立情報学研究所（文部科学省大学共同利用機関）が，大学等における学術研究の

ためのデータベースの作成，及び情報検索サービスの現状を調査するために行ったものである。 

平成１８年度調査の結果は，「大学Ｗｅｂサイト資源検索（ＪｕＮｉｉ（大学情報メタデータ・

ポータル）試験提供版）」のデータベース情報として，インターネット（ＷＷＷ）を介して一般

公開している。 

(2) 調査方法 

平成１５年度の調査から，従来の調査票（紙）によるアンケート調査を廃止し，オンライン調

査（URL  http://www.nii.ac.jp/scidb/db2006/）による。 

 (3) 調査対象機関及び回答数 

大学等機関が１，０６６（昨年度１，０６９），平成６年度より加えられた国立試験研究機関

（独立行政法人を含む），公立試験研究機関，特殊法人研究所，学術研究法人の４種の研究機関

等が７３９（同８１７）で合計１，８０５機関を調査対象とした。調査対象機関及び回答数の内

訳は，表１－１（調査対象機関及び回答数）に取りまとめた。 

(4) 調査期間及び調査時点 

① 調査期間：平成１８年９月２７日～平成１８年１０月３１日 

② 調査時点：平成１８年１０月１日 

なお，遅れて回収されたものは，一部本集計から省いた。 
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機関数 作成データベース数 公開データベース数

国 立 大 学 89 89 728 766

公 立 大 学 71 48 76 80

私 立 大 学 560 350 621 664

大 学 共 同
利 用 機 関

15 14 160 166

文 部 科 学省・文化庁
所 轄 機 関

25 17 101 168

短 期 大 学 ・
高 等 専 門 学 校

306 81 85 89

大 学 等 機 関 小 計 1,066 599 1,771 1,933

国 立 試 験
研 究 機 関
（独立行政法人を含む）

90 35 178 183

公 立 試 験
研 究 機 関

448 80 110 120

特 殊 法 人 研 究 所 9 5 14 18

学 術 研 究 法 人 192 21 34 37

研 究 機 関 等 小 計 739 141 336 358

合　計 1,805 740 2,107 2,291

＊1 　放送大学は集計上，国立大学に含めた。

＊2 　独立行政法人大学入試センターは，集計上，「大学共同利用機関」に含めた。

＊3 　次の独立行政法人は，集計上，「文部科学省・文化庁所轄機関」に含めた。

　　　　国立女性教育会館，国立特殊教育総合研究所，国立科学博物館，国立博物館，国立美術館

　  ＊1～＊3は，以降の表についても，同様である。

＊4   公開データベース数は，作成データベース数及び導入データベース数の合計を示す。

表１－１　調査対象機関及び回答数

回　　　　答　　　　数
機関種別 対　象　数

*1

*2

*3

*4*4
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2. 調査結果の概要 

 

2.1 機関種別データベース作成・サービス件数 

大学等で作成されているデータベースの総数は２，１０７件（前回 2,023 件），公開されているデー

タベースの総数は２，２９１件となっている。 

作成データベース数は国立大学・私立大学に多く，公開データベースも作成データベース数に比

例し，ほぼ同様の順となっている。 （表１－１） 

 

2.2 データベース作成状況 

データベースの作成状況を示す主な指標についての統計をまとめた。 

なお，より詳細な統計が，「3.今回の調査結果に基づく統計」の章にまとめてある。 

 

2.2.1  収録データの分類別データベース作成件数 

収録データの分類別データベース作成件数（多重回答を各１件として集計）は，全体で３，８４

３件である。これを分類別にみると，総記が８７６件（22.8%）でもっとも多く，次いで自然科学が

７８７件（20.5%），社会科学が５０６件（13.2%），技術 工学が４４７件（11.6%）と続いている。 

構成比の数値については，四捨五入して小数第一位まで求めているので合計が一致しない場合が

ある。以降の表，グラフの数値についても全て同様である。 

（注）① 「収録データの分野」欄に基づいて集計した。 

② 表２－２－１の割合（％）は実データベース数（２，２９１件）に対する割合である。 

 

（参考）表２－２－１－１ 実データベース数に対する割合 

 

類目 件数 割合

総記 612 26.7%

自然科学 357 15.6%

社会科学 156 6.8%

技術 工学 77 3.4%

歴史 98 4.3%

産業 65 2.8%

文学 50 2.2%

哲学 22 1.0%

芸術 美術 26 1.1%

言語 39 1.7%

無回答 0 0.0%

複数類目にわたるもの 789 34.4%

合計 2,291 100.0%
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図２－２－１ データベース作成件数の分類別割合  

（この図は多重回答を各１件とした集計表２－２－１に基づく） 

 

（参考）図２－２－１－１ 実データベース数に対する割合 

（この図は実データベース数に対する割合２－２－１－１に基づく） 
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表２－２－１ 収録データの分類別データベース作成件数（１／７） 

類目名 細　目　名

総記 000 575 25.10
知識 学問 学術 002 7 0.31
情報科学 007 134 5.85
図書館 図書館学 010 6 0.26
資料の収集 資料の整理 資料の保管 014 11 0.48
図書館奉仕 図書館活動 015 1 0.04
各種の図書館 016 2 0.09
学校図書館 017 6 0.26
専門図書館 018 1 0.04
図書 書誌学 020 2 0.09
写本 刊本 造本 022 3 0.13
図書の販売 024 1 0.04
一般書誌 全国書誌 025 2 0.09
稀書目録 善本目録 026 6 0.26
特殊目録 027 10 0.44
選定図書目録 参考図書目録 028 2 0.09
蔵書目録 総合目録 029 104 4.54
百科事典 030 2 0.09
一般論文集 一般講演集 040 2 0.09
日本語 041 1 0.04
雑著 049 1 0.04
逐次刊行物 050 4 0.17
日本の雑誌 051 6 0.26
一般年鑑 059 2 0.09
学術･研究機関 061 6 0.26
博物館 069 3 0.13
ジャーナリズム 新聞 070 6 0.26
日本 071 2 0.09
ヨーロッパ 073 1 0.04
中国語 082 1 0.04
貴重書 郷土資料 その他の特別コレクション 090 12 0.52
哲学 100 111 4.85
論文集 評論集 講演集 104 3 0.13
日本思想 121 1 0.04
中国思想 中国哲学 122 2 0.09
インド哲学 バラモン教 126 3 0.13
西洋哲学 130 1 0.04
ドイツ・オーストリア哲学 134 3 0.13
心理学 140 87 3.80
宗教 160 2 0.09
イスラム 167 3 0.13
神社 神職 175 1 0.04
祭祀 176 2 0.09
仏教 180 1 0.04
仏教教理 仏教哲学 181 2 0.09
仏教史 182 2 0.09
経典 183 1 0.04
キリスト教 190 4 0.17
聖書 193 1 0.04
歴史 200 248 10.82
歴史学 201 3 0.13
歴史補助学 202 2 0.09
論文集 評論集 講演集 204 1 0.04
逐次刊行物 205 2 0.09
世界史 文化史 209 2 0.09
日本史 210 33 1.44
北海道地方 211 4 0.17

876

分　　　　　類  細目別
 データベース件数
　 　　　　（％）

 類目別
 データベース件数
           （％）

ｺｰﾄﾞ

総
記

38.24

哲
学

190 8.29

360
歴
史

15.71
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表２－２－１ 収録データの分類別データベース作成件数（２／７） 

類目名 細　目　名

東北地方 212 3 0.13
関東地方 213 2 0.09
北陸地方 214 2 0.09
中部地方 215 3 0.13
近畿地方 216 6 0.26
中国地方 217 6 0.26
四国地方 218 2 0.09
九州地方 219 10 0.44
アジア史 東洋史 220 1 0.04
中国 222 2 0.09
東南アジア 223 1 0.04
インドネシア 224 1 0.04
ヨーロッパ史・西洋史 230 1 0.04
フランス 235 1 0.04
伝記 280 3 0.13
日本 281 2 0.09
ヨーロッパ 283 1 0.04
系譜 家史 皇室 288 1 0.04
個人伝記 289 1 0.04
地理・地誌・紀行 290 74 3.23
日本 291 8 0.35
アジア 292 1 0.04
社会科学 300 31 1.35
政治・経済・社会・文化事情 302 3 0.13
参考図書[レファレンスブック] 303 1 0.04
政治 310 98 4.28
政治史・事情 312 1 0.04
議会 314 1 0.04
国家と個人・宗教・民族 316 1 0.04
行政 317 5 0.22
地方自治 地方行政 318 3 0.13
外交 国際問題 319 5 0.22
法律 320 106 4.63
法制史 322 2 0.09
民法 324 1 0.04
商法 325 1 0.04
諸法 328 1 0.04
国際法 329 1 0.04
経済 330 128 5.59
経済学 経済思想 331 61 2.66
経済史・事情 経済体制 332 5 0.22
経済政策 国際経済 333 2 0.09
人口 土地 資源 334 1 0.04
企業 経営 335 96 4.19
経営管理 336 8 0.35
貨幣 通貨 337 2 0.09
金融 銀行 信託 338 3 0.13
財政 340 2 0.09
財政政策 財務行政 343 1 0.04
公債 国債 347 1 0.04
地方財政 349 1 0.04
統計 350 2 0.09
社会 360 116 5.06
社会学 361 20 0.87
社会保障 364 1 0.04
生活・消費者問題 365 2 0.09
労働経済 労働問題 366 4 0.17
家族問題 男性・女性問題 老人問題 367 12 0.52
社会福祉 369 23 1.00
教育 370 138 6.02

歴
史

22.09

社
会
科
学

506

 類目別
 データベース件数
           （％）

 細目別
 データベース件数
　 　　　　（％）

ｺｰﾄﾞ
分　　　　　類
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表２－２－１ 収録データの分類別データベース作成件数（３／７） 

類目名 細　目　名

教育史・事情 372 4 0.17
教育政策 教育制度 教育行財政 373 2 0.09
教育課程 学習指導 教科別教育 375 16 0.70
幼児・初等・中等教育 376 8 0.35
大学・高等・専門教育 学術行政 377 37 1.62
障害児教育 378 11 0.48
社会教育 379 4 0.17
風俗習慣 民俗学 民族学 380 16 0.70
風俗史 民俗誌 民族誌 382 11 0.48
社会・家庭生活の習俗 384 1 0.04
通過儀礼 冠婚葬祭 385 1 0.04
年中行事 祭礼 386 4 0.17
伝説 民話[昔話] 388 2 0.09
民族学 文化人類学 389 121 5.28
国防 軍事 390 1 0.04
自然科学 400 26 1.13
参考図書[レファレンスブック] 403 3 0.13
研究法 指導法 科学教育 407 51 2.23
数学 410 50 2.18
数論[整数学] 412 1 0.04
幾何学 414 1 0.04
確立論 数理統計学 417 22 0.96
和算 中国算法 419 1 0.04
物理学 420 103 4.50
理論物理学 421 2 0.09
力学 423 2 0.09
電磁気学 427 29 1.27
物性物理学 428 8 0.35
原子物理学 429 16 0.70
化学 430 88 3.84
物理化学 理論化学 431 3 0.13
実験化学[化学実験法] 432 1 0.04
分析化学[化学分析] 433 1 0.04
有機化学 437 4 0.17
環式化合物の化学 438 1 0.04
天文学 宇宙科学 440 40 1.75
実地天文学 天体観測法 442 2 0.09
恒星 恒星天文学 443 1 0.04
太陽 太陽物理学 444 4 0.17
地球 天文地理学 448 3 0.13
地球科学 地学 450 177 7.73
気象学 451 15 0.65
海洋学 452 6 0.26
地震学 453 14 0.61
地形学 454 2 0.09
地質学 455 7 0.31
地史学 層位学 456 1 0.04
古生物学 化石 457 8 0.35
鉱物学 459 3 0.13
生物科学 一般生物学 460 151 6.59
理論生物学 生命論 461 63 2.75
生物地理 生物誌 462 5 0.22
細胞学 463 3 0.13
生化学 464 88 3.84
微生物学 465 11 0.48
遺伝学 467 20 0.87
生態学 468 15 0.65
人類学 469 25 1.09
植物学 470 19 0.83
一般植物学 471 8 0.35

分　　　　　類
ｺｰﾄﾞ

 細目別
 データベース件数
　 　　　　（％）

 類目別
 データベース件数
           （％）

自
然
科
学

787 34.35

社
会
科
学
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表２－２－１ 収録データの分類別データベース作成件数（４／７） 

類目名 細　目　名

植物地理 植物誌 472 3 0.13
葉状植物 473 3 0.13
藻類 菌類 474 12 0.52
コケ植物[蘚苔類] 475 2 0.09
シダ植物 476 2 0.09
種子植物 477 1 0.04
裸子植物 478 1 0.04
被子植物 479 3 0.13
動物学 480 30 1.31
一般動物学 481 1 0.04
無脊椎動物 483 2 0.09
軟体動物 貝類学 484 1 0.04
節足動物 485 2 0.09
昆虫類 486 12 0.52
脊椎動物 487 4 0.17
鳥類 488 1 0.04
哺乳類 489 1 0.04
医学 490 143 6.24
基礎医学 491 126 5.50
臨床医学 診断・治療 492 17 0.74
内科学 493 77 3.36
外科学 494 44 1.92
婦人科学 産科学 495 6 0.26
眼科学 耳鼻咽喉科学 496 7 0.31
歯科学 497 36 1.57
衛生学 公衆衛生 予防医学 498 58 2.53
薬学 499 71 3.10
技術 工学 500 85 3.71
工業基礎学 501 203 8.86
技術史 工学史 502 28 1.22
参考図書[レファレンスブック] 503 1 0.04
団体 506 1 0.04
研究法 指導法 技術教育 507 1 0.04
工業 工業経済 509 24 1.05
建設工学 土木工学 510 53 2.31
測量 512 1 0.04
河海工学 河川工学 517 1 0.04
衛生工学 都市工学 518 1 0.04
公害 環境工学 519 143 6.24
建築学 520 46 2.01
機械工学 530 99 4.32
機械工作 工作機械 532 1 0.04
流体機械 流体工学 534 3 0.13
自動車工学 537 1 0.04
航空宇宙科学 538 4 0.17
原子力工学 539 3 0.13
電気工学 540 96 4.19
電気回路・計測・材料 541 3 0.13
発電 543 1 0.04
送電 変電 配電 544 1 0.04
電灯 照明 電熱 545 1 0.04
通信工学 電気通信 547 8 0.35
情報工学 548 10 0.44
電子工学 549 8 0.35
海洋工学 船舶工学 550 8 0.35
理論造船学 551 1 0.04
船体構造・材料・施工 552 1 0.04
船体艤装 船舶設備 553 1 0.04
舶用機関[造機] 554 1 0.04
船舶修理 保守 555 1 0.04

分　　　　　類
ｺｰﾄﾞ

 細目別
 データベース件数
　 　　　　（％）

 類目別
 データベース件数
           （％）
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表２－２－１ 収録データの分類別データベース作成件数（５／７） 

類目名 細　目　名

各種の船舶・艦艇 556 1 0.04
航海 航海学 557 7 0.31
海洋開発 558 3 0.13
兵器 軍事工学 559 1 0.04
金属工学 鉱山工学 560 7 0.31
冶金 合金 563 2 0.09
金属加工 製造冶金 566 2 0.09
石炭 567 5 0.22
石油 568 1 0.04
化学工業 570 63 2.75
電気化学工業 572 1 0.04
セラミックス 窯業 珪酸塩化学 573 2 0.09
化学薬品 574 1 0.04
高分子化学工業 578 3 0.13
製造工業 580 1 0.04
金属製品 581 2 0.09
木工業 木製品 583 2 0.09
パルプ・製紙工業 585 1 0.04
繊維工学 586 3 0.13
染色加工 染色業 587 1 0.04
食品工業 588 5 0.22
家政学 生活科学 590 48 2.10
食品 料理 596 4 0.17
育児 599 1 0.04
産業 600 14 0.61
逐次刊行物 605 1 0.04
農業 610 80 3.49
農業経済 611 26 1.13
農業基礎学 613 49 2.14
農業工学 614 25 1.09
作物栽培 作物学 615 20 0.87
食用作物 616 1 0.04
工芸作物 617 2 0.09
農産物製造･加工 619 2 0.09
園芸 620 3 0.13
園芸植物学 病虫害 623 1 0.04
温室 温床 園芸用具 624 1 0.04
果樹園芸 625 3 0.13
蔬菜園芸 626 1 0.04
花卉栽培[草花] 627 1 0.04
蚕学 蚕業基礎学 633 2 0.09
蚕種 634 1 0.04
くわ、栽桑 636 1 0.04
畜産業 640 24 1.05
家畜の繁殖 家畜飼料 643 1 0.04
獣医学 比較医学 649 24 1.05
林業 650 42 1.83
森林史 林業史･事情 652 1 0.04
森林立地 造林 653 1 0.04
森林利用 林産物 木材学 657 2 0.09
水産業 660 48 2.10
水産経済･行政･経営 661 2 0.09
水産業および漁業史･事情 662 2 0.09
水産基礎学 663 1 0.04
漁船 漁具 665 1 0.04
水産増殖 養殖業 666 1 0.04
水産製造 水産食品 667 1 0.04
水産物利用 水産利用工業 668 1 0.04
商業 670 3 0.13
商業史･事情 672 1 0.04

分　　　　　類
ｺｰﾄﾞ

 細目別
 データベース件数
　 　　　　（％）

 類目別
 データベース件数
           （％）

技
術
　
工
学

産
業

248 10.82
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表２－２－１ 収録データの分類別データベース作成件数（６／７） 

類目名 細　目　名

広告 宣伝 674 1 0.04
マーケティング 675 2 0.09
運輸 交通 680 1 0.04
海運 683 5 0.22
観光事業 689 1 0.04
通信事業 690 1 0.04
芸術 美術 700 36 1.57
芸術史 美術史 702 3 0.13
論文集 評論集 講演集 704 2 0.09
逐次刊行物 705 2 0.09
叢書 全集 選集 708 3 0.13
芸術政策 文化財 709 1 0.04
仏像 718 1 0.04
絵画 720 2 0.09
日本画 721 8 0.35
漫画 挿絵 童画 726 1 0.04
グラッフィクデザイン 図案 727 1 0.04
書 書道 728 3 0.13
版画 730 2 0.09
版画史 各国の版画 732 1 0.04
写真集 748 3 0.13
印刷 749 1 0.04
工芸 750 2 0.09
陶磁工芸 751 1 0.04
デザイン 装飾美術 757 1 0.04
音楽 760 12 0.52
音楽史 各国の音楽 762 1 0.04
楽器 器楽 763 1 0.04
邦楽 768 4 0.17
舞踏 バレエ 769 6 0.26
演劇 770 13 0.57
劇場 演出 演技 771 6 0.26
演劇史 各国の演劇 772 8 0.35
能楽 狂言 773 9 0.39
歌舞伎 774 6 0.26
各種の演劇 775 6 0.26
人形劇 777 5 0.22
映画 778 5 0.22
大衆演芸 779 7 0.31
スポーツ 体育 780 31 1.35
水上競技 785 1 0.04
武術 789 2 0.09
諸芸 娯楽 790 1 0.04
室内娯楽 798 1 0.04
言語 800 33 1.44
言語学 801 13 0.57
言語史・事情 言語政策 802 1 0.04
参考図書[レファレンスブック] 803 2 0.09
団体 806 1 0.04
研究法 指導法 言語教育 807 2 0.09
日本語 810 6 0.26
音声 音韻 文字 811 3 0.13
語彙 814 1 0.04
文法 語法 815 2 0.09
文章 文体 作文 816 1 0.04
読本 解釈 会話 817 1 0.04
方言 訛語 818 4 0.17
中国語 820 2 0.09
読本 解釈 会話 827 1 0.04
その他の東洋諸言語 829 13 0.57

産
業

 類目別
 データベース件数
           （％）

分　　　　　類
ｺｰﾄﾞ

 細目別
 データベース件数
　 　　　　（％）

106 4.63

言
語

80 3.49

芸
術
　
美
術
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表２－２－１ 収録データの分類別データベース作成件数（７／７） 

 

類目名 細　目　名

英語 830 5 0.22
辞典 833 1 0.04
読本 解釈 会話 837 2 0.09
ロシア語 880 1 0.04
文章 文体 作文 886 1 0.04
文学 900 199 8.69
参考図書[レファレンスブック] 903 1 0.04
逐次刊行物 905 1 0.04
叢書 全集 選集 908 1 0.04
児童文学研究 909 2 0.09
日本文学 910 16 0.70
詩歌 911 4 0.17
小説 物語 913 4 0.17
日記 書簡 紀行 915 1 0.04
漢詩文 日本漢文学 919 3 0.13
中国文学 920 6 0.26
詩歌 韻文 詩文 921 1 0.04
英米文学 930 10 0.44
詩 931 1 0.04
小説 物語 933 1 0.04
評論 エッセイ 随筆 934 1 0.04
ドイツ文学 940 1 0.04
小説 物語 943 1 0.04
フランス文学 950 1 0.04
ロシア・ソヴィエト文学 980 1 0.04

無回答 0 0.00 0 0.00
6,437 3,843
2,291 100.00 2,291 100.00実回答数

分　　　　　類
ｺｰﾄﾞ

 細目別
 データベース件数
　 　　　　（％）

 類目別
 データベース件数
           （％）

延べ回答数

言
語

文
学

243 10.61
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2.2.2  収録データの言語別データベース件数 

収録データの言語別データベース件数の割合は日本語のみが９０１件（39.3%），日本語及び英語

が５７１件（24.9%），英語のみが１５５件（6.8%）等となり，英語のみのデータベースは日本語を

含むデータベースより低い。 

 

2.2.3  収録データの地域別データベース件数 

収録データを地域別にみると，日本を含むデータベースの件数は１，２３０件（53.7%）である。 

 

データベース件数 割合（％）

901 39.3

571 24.9

482 21.0

5 0.2

155 6.8

17 0.7

　　ドイツ語 3

　　フランス語 1

　　その他 16

　　不　明 148

0 0.0

2,291 100.0

表２－２－２　収録データの言語別データベース件数

合　　　　計

言語の種類

 日　本　語　の　み

 日本語及び英語

 日本語と英語及びその他の言語

 日本語及び英語以外の言語

 英　語　の　み

 英語及びその他の言語

（注）①　「収録データの言語」欄に基づいて集計した。　　　　

　　　　　　 それぞれを１として集計した。

           ②　日本語，英語以外の言語の内訳は，重複回答のあるものは

 日本語、英語以外の言語

 無　回　答

内
訳

160 7.0

日本及び

外国

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ件数 1,159 103 71 16 942 2,291

割合（％） 50.6 4.5 3.1 0.7 41.1 100.0

（注）①　「収録データの地域」欄に基づいて集計した。

　　　②　「その他」のなかには海洋，宇宙等が含まれる。

表２－２－３　収録データの地域別データベース件数

地　域 日　本 外　国 その他 無回答 合　計
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2.2.4  収録データの期間別データベース件数 

収録データを期間別にみると，１９５１年以降のデータを収録しているデータベース件数が５７

５件（25.0%）と回答数の半数以上を占めている。 

 

2.2.5  作成者別データベース件数 

データベースの作成者別種別をみると，機関・組織が１，３８０件（60.2%），グループ・研究会

等が２００件（8.7%），個人が１３１件（5.7%）となっており，機関・組織の割合が高い。 

 

 

 1900 1900～ 1951～ 1971～ 1981～ 1991～ 2001～

以前 1950 1970 1980 1990 2000 以降 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ件数 238 84 115 62 117 193 88 1,394 2,291

割合（％） 10.4 3.7 5.0 2.7 5.1 8.4 3.8 60.8 100.0

（注）①　「収録データの期間」欄に基づいて集計した。

表２－２－４　収録データの期間別データベース件数

収 録 時 期 無回答 合　計

ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ 機関・

研究会等 　組織

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ件数 131 200 1,380 20 560 2,291

割合（％） 5.7 8.7 60.2 0.9 24.4 100.0

（注）①　「その他の注記」欄に基づいて集計した。

　　　②　多重回答があったものは，その他にまとめた。

表２－２－５　作成者別データベース件数

作成者種別 個人 その他 無回答 合　計
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2.2.6  作成費の出所別データベース件数 

データベース作成費の出所についてみると，大学・機関等の予算を作成費にあてているデータ

ベースが９１７件（40.0%）ある。同様に科研費が１８０件（7.9%），補助金等の外部資金が８４件

（3.7%）となっているが，それら以外の資金による作成データベースも１１５件（5.0%）ある。 

 

 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成 大学・機関 補助金等 延べ 実ﾃﾞｰﾀ

費の出所 　　 等の予算　 外部資金  回答数 ﾍﾞｰｽ数

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ件数 917 180 84 115 1,242 2,538 2,291

割合（％） 40.0 7.9 3.7 5.0 54.2 110.8 100.0

（注）①　「その他の注記」欄に基づいて集計した。

　　　②　重複回答のあるものは，それぞれを１件として集計した。表下欄の百分率は実データ

　　　　ベース数（２，２９１件）に対する割合である。

表２－２－６　作成費の出所別データベース件数

科研費 その他 無回答
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2.3 情報検索サービス状況 

情報検索サービスの状況を示す主な指標についての統計をまとめた。 

 

2.3.1  機関種別・公開データベース数別の機関数 

情報検索サービス実施機関の数を機関種別にみると，私立大学３５０件（47.3%）と国立大学８

９件（12.0%）が多く，次いで短期大学・高等専門学校８１件（10.9%），公立試験研究機関８０件（10.8%）

で，私立大学が 4 割以上を占めている。 

 

 

　　1 　　2 　　3 　　4   5

～9

 10

 ～19

 20

 ～29

 30

 ～49

 50

 以上

18 10 8 6 26 11 6 2 2 89

40 3 1 2 1 1 0 0 0 48

240 64 17 13 12 2 0 2 0 350

1 1 1 0 5 3 1 2 0 14

2 4 0 2 3 5 0 0 1 17

75 4 2 0 0 0 0 0 0 81

16 6 3 1 2 5 2 0 0 35

60 9 5 4 2 0 0 0 0 80

2 0 0 1 2 0 0 0 0 5

14 3 1 2 1 0 0 0 0 21

468 104 38 31 54 27 9 6 3 740
63.2 14.1 5.1 4.2 7.3 3.6 1.2 0.8 0.4 100

公 立 大 学

私 立 大 学

機
関
計

表２－３－１　機関種別・公開データベース数別の機関数

　   　公開ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ数

 機関種別

国 立 大 学

(%)

特 殊 法 人 研 究 所

学 術 研 究 法 人

大 学 共 同
利 用 機 関

文部科学省・文化庁
所 轄 機 関

公 立 試 験
研 究 機 関

短 期 大 学 ・
高 等 専 門 学 校

合           計

国 立 試 験
研 究 機 関
（独立行政法人を含む）
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3. 今回の調査結果に基づく統計 

 

大学等におけるデータベース作成についての詳細な集計を行った。なお，各表の下段に掲載した

表はデータベース作成状況等に関する主な指標についての統計であり，それについては「2.2 デー

タベース作成状況」の章にまとめてある。 

 

集計方法は原則として以下の方法によった（これによらないものは各表に注記してある）。 

① 特に注記がない限り，多重回答のあったものについては，それぞれを１件として集計した。 

但し，例えば「収録データの分野」欄に２細目の回答（000 総記と 002 知識 学問 学術）があっ

た場合は，000 と 002 にそれぞれ１件として集計した。 

② 原則として各指標について，分類とのクロス集計を行った。分類とのクロス集計にあたっては，

2.2.1 の分類別集計を基礎とした。  

③ 各表中の「実回答数」は回収した調査票の数（データベースの総数）であり，「延べ回答数」は

①で述べたように分野にまたがって回答があった場合，それぞれを１件として集計した数である。 

④ なお，割合（％）は実データベース（２，２９１件）に対する割合である。  
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3.1 データベースの内容に関する統計  

 

3.1.1  収録データの分野別データベース件数  

収録データの分野別データベース作成件数（表２－２－1）を，以後の各集計の基礎としている。  

 

3.1.2  収録データの種類  

平成１６年度より，「収録データのジャンル種別」及び「収録データの形態種別」による集計に

変更した。  

収録データのジャンル種別との組合せでは，参考情報－OPAC，参考情報－文献目録・文献索引，

研究成果リスト－論文リストからなるデータベースが全体の約６割を占めている。  

収録データの形態種別との組合せでは，text によるデータベースが多く，特に自然科学における

割合が高い。  

機関種別にみていくと，私立大学，国立大学における比率が高くなっている。  

 

（１）分類別・収録データのジャンル別データベース件数（表３－１－２－１，図３－１－２－１）  

（注）① 「収録データのジャンル種別」欄に基づいて集計した。  

 

（２）分類別・収録データの形態別データベース件数（表３－１－２－２，図３－１－２－２）  

（注）① 「収録データの形態種別」欄に基づいて集計した。  

 

（３）機関種別・収録データのジャンル別データベース件数（表３－１－２－３，図３－１－２－３）  

（注）① 「収録データのジャンル種別」欄に基づいて集計した。  

 

（４）機関種別・収録データの形態別データベース件数（表３－１－２－４，図３－１－２－４）  

（注）① 「収録データの形態種別」欄に基づいて集計した。  
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3.1.3  分類別・収録データの言語別データベース件数（表３－１－３）  

収録データの言語を分類別にみていくと，自然科学・技術  工学では英語を含む割合が大きい。  

（注）① 「収録データの言語」に基づいて集計した。  

 

3.1.4  分類別・収録データの地域別データベース件数（表３－１－４）  

収録データの地域を分類別にみていくと，言語以外では日本を対象としたものが最も多くなって

いる。また，無回答が多いのも特徴である。  

 

（注）① 「収録データの地域」欄に基づいて集計した。  

② 「その他」の中には海洋，宇宙等が含まれる。  

 

3.1.5  分類別・収録データの期間別データベース件数（表３－１－５）  

収録データの期間，年代等について分類別にみていくと，歴史・文学の分類では古い年代，社会

科学・産業では全般的，自然科学・技術  工学の分類では新しい年代をカバーしたデータベースが

多いことがわかる。ことに歴史については，年代別にみると，１９００年以前のデータを対象とす

るデータベース，また自然科学では１９９１年以降のデータを対象とするデータベースが多いのが

特徴的である。  

 

（注）① 「収録データの期間」欄に記入されている最初の西暦を，以下のカテゴリーに分類した上

で集計した。  

ⅰ．１９００年以前  

ⅱ．１９００年～１９５０年  

ⅲ．１９５１年～１９７０年  

ⅳ．１９７１年～１９８０年  

ｖ．１９８１年～１９９０年  

ⅵ．１９９１年～２０００年  

ⅶ．２００１年以降  
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録
・
文
献
索
引

参
考
情
報
|
リ
ン
ク
集
・
電
子
ジ
ャ
ー

ナ
ル
集

参
考
情
報
|
O
P
A
C

総　　記 000～090 94 1 5 37 1 5 9 1 29 6 135 8 513 171 1,015

哲　　学 100～199 37 0 0 18 0 3 1 0 7 2 69 0 80 42 259

歴　　史 200～299 50 10 0 39 0 0 1 0 21 13 117 0 68 142 461

社会科学 300～399 163 4 3 83 0 0 13 1 36 14 351 12 357 257 1,294

自然科学 400～499 282 2 9 204 4 1 24 2 15 15 365 11 344 688 1,966

技術工学 500～599 291 2 8 77 4 2 9 2 10 1 185 2 208 347 1,148

産　　業 600～699 97 0 0 41 0 1 1 0 9 3 72 1 52 158 435

芸術美術 700～799 21 1 0 24 0 0 0 0 6 91 87 0 28 44 302

言　　語 800～899 7 0 0 21 1 8 0 0 5 3 7 1 29 22 104

文　　学 900～999 49 0 0 12 0 1 0 0 11 3 65 0 77 71 289

合　　計 1,091 20 25 556 10 21 58 6 149 151 1,453 35 1,756 1,942 7,273

表３－１－２－１　分類別・収録データのジャンル別データベース件数

分　　　類

類　　目
細　目
コード

延
べ
回
答
数
（

横
計
）

無
　
回
　
答

収　録　デ　ー　タ　の　ジ　ャ　ン　ル
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図３－１－２－１ 分類別・収録データのジャンル別データベース件数 

（この図は表３－１－２－１に基づく） 
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研究資源-電子的辞書等
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参考情報-文献目録・文献索引

参考情報-リンク集・電子ジャーナル集

参考情報-OPAC

無回答
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類　　目
細　目
コード

collection dataset image interactive software sound text

総　　記 000～090 29 28 140 208 10 8 694 86 1,203

哲　　学 100～199 16 8 56 29 1 5 179 20 314

歴　　史 200～299 19 66 161 64 0 3 296 53 662

社会科学 300～399 39 74 248 216 1 22 857 98 1,555

自然科学 400～499 40 458 543 243 34 26 1,199 248 2,791

技術工学 500～599 20 228 282 121 22 5 712 112 1,502

産　　業 600～699 20 79 113 59 1 9 252 64 597

芸術美術 700～799 41 3 61 63 0 2 94 73 337

言　　語 800～899 21 3 19 36 0 5 46 7 137

文　　学 900～999 9 7 73 52 2 4 179 28 354

延べ回答数
（縦計）

254 954 1,696 1,091 71 89 4,508 789 9,452

延べ回答数

（横計）

収　録　デ　ー　タ　の　形　態

表３－１－２－２　分類別・収録データの形態別データベース件数

分　　　類

無回答



 – 22 –

 

図３－１－２－２ 分類別・収録データの形態別データベース件数 

（この図は表３－１－２－２に基づく） 

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

総　記

哲　学

歴　史

社会科学

自然科学

技術 工学

産　業

芸術 美術

言　語

文　学

collection

dataset

image

interactive

software

sound

text

無回答



 – 23 –

研
究
成
果
リ
ス
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論
文
リ
ス
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究
成
果
リ
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ロ
ジ
ェ
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究
資
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|
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ェ

ア
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究
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源
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辞
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等

研
究
者
情
報
|
研
究
者
情
報
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ー
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ベ
ー

ス

教
育
情
報
|
電
子
教
材
リ
ス
ト

図
書
館
情
報
|
図
書
館
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デ
ジ
タ
ル
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム

参
考
情
報
|
文
献
目
録
・
文
献
索
引

参
考
情
報
|
リ
ン
ク
集
・
電
子
ジ
ャ
ー

ナ
ル
集

参
考
情
報
|
O
P
A
C

国 立 大 学 104 4 8 102 5 7 14 3 25 16 199 6 95 257 845

公 立 大 学 5 0 0 3 0 0 1 0 8 0 10 1 49 8 85

私 立 大 学 64 1 1 33 0 4 3 1 26 24 92 3 382 109 743

大 学 共 同
利 用 機 関

24 4 0 23 0 2 0 0 2 8 54 0 10 63 190

文 部 科 学省 ・ 文 化庁
所 轄 機 関

12 1 0 16 0 0 1 0 0 0 19 3 8 117 177

短 期 大 学 ・
高 等 専 門 学 校

7 0 0 3 0 0 0 0 3 0 11 0 65 9 98

国 立 試 験
研 究 機 関
（独立行政法人を含む）

14 0 3 18 0 1 1 0 0 0 9 0 4 137 187

公 立 試 験
研 究 機 関

43 0 0 7 0 0 0 0 2 0 16 0 10 51 129

特 殊 法 人 研 究 所 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 3 5 21

学 術 研 究 法 人 6 0 0 4 0 0 1 0 1 0 13 0 6 15 46

合　　　　計 282 10 12 211 5 14 21 4 67 48 431 13 632 771 2,521

表３－１－２－３　機関種別・収録データのジャンル別データベース件数

延
べ
回
答
数
（

横
計
）

無
　
回
　
答

収　録　デ　ー　タ　の　ジ　ャ　ン　ル

機関種別
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図３－１－２－３ 機関種別・収録データのジャンル別データベース件数 

（この図は表３－１－２－３に基づく） 
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参考情報-リンク集・電子ジャーナル集

参考情報-OPAC

無回答
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collection dataset image interactive software sound text

国 立 大 学 56 107 205 135 15 11 505 106 1,140

公 立 大 学 1 4 18 12 1 0 55 7 98

私 立 大 学 16 33 136 156 2 16 504 62 925

大 学 共 同
利 用 機 関

9 34 80 49 0 1 120 4 297

文 部科学省・文化庁
所 轄 機 関

1 36 37 17 1 0 52 75 219

短 期 大 学 ・
高 等 専 門 学 校

2 5 6 19 1 0 73 6 112

国 立 試 験
研 究 機 関
（独立行政法人を含む）

4 76 76 21 4 0 87 33 301

公 立 試 験
研 究 機 関

5 16 35 21 0 1 78 15 171

特 殊 法 人 研 究 所 0 1 0 8 0 0 10 4 23

学 術 研 究 法 人 2 10 8 4 1 0 28 5 58

延べ回答数
（縦計）

96 322 601 442 25 29 1,512 317 3,344

表３－１－２－４　機関種別・収録データの形態別データベース件数

機関種別
延べ回答数

（横計）

収　録　デ　ー　タ　の　形　態

無回答
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図３－１－２－４ 機関種別・収録データの形態別データベース件数 

（この図は表３－１－２－４に基づく） 
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ドイツ語 フランス語 そ の 他 不 明

総　　記 000～090 207 225 373 2 10 8 51 0 0 8 47 0 876

哲　　学 100～199 59 49 62 2 1 2 15 1 0 1 14 0 190

歴　　史 200～299 202 61 60 1 8 4 24 1 1 4 21 0 360

社会科学 300～399 241 128 94 3 8 4 28 1 1 1 26 0 506

自然科学 400～499 261 247 74 1 124 5 75 0 0 0 75 0 787

技術工学 500～599 144 159 66 1 49 0 28 0 0 1 27 0 447

産　　業 600～699 113 77 19 0 18 1 20 0 0 0 20 0 248

芸術美術 700～799 42 26 25 1 0 3 9 0 0 5 6 0 106

言　　語 800～899 31 20 19 0 6 0 4 0 0 1 3 0 80

文　　学 900～999 106 50 66 1 2 1 17 1 0 1 15 0 243

（注）①　「日本語・英語以外の言語」の内訳は，重複回答のあるものはそれぞれを１として集計した。

      ②　「延べ回答数(横計)」には，上記①の数値は含んでいない。

日本語のみ
日 本 語 及 び

英 語

日本語と英語
及 び

その他の言語

日 本 語 及 び
英 語 以 外
の 言 語

英 語 の み
英 語 及 び

その他の言語

（件数） 2,291 901 571 482 5 155 17 0 2,291

（％） 100.0 39.3 24.9 21.0 0.2 6.8 0.7 0.0 100.0

表３－１－３　分類別・収録データの言語別データベース件数

分　　　類

全体合計
回答数
　

（横計）
無回答実回答数

延べ
回答数
　

（横計）

無回答
類　　目

細　目
コード

日本語のみ
日本語及び

英語

収　　　録　　　デ　　　ー　　　タ　　　の　　　言　　　語

収　　　録　　　デ　　　ー　　　タ　　　の　　　言　　　語

160

7.0

日本語・英語以外の言語

日本語と英語
及び

その他の言語

日本語及び
英語以外
の言語

英語のみ
英語及び

その他の言語

日本語・英語以外の言語
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類　　目
細　目
コード

日本 外国
日本及び
外国

その他

総　　記 000～090 563 16 17 0 280 876

哲　　学 100～199 93 13 17 0 67 190

歴　　史 200～299 235 16 22 1 86 360

社会科学 300～399 279 21 28 0 178 506

自然科学 400～499 308 11 12 8 448 787

技術工学 500～599 211 3 6 4 223 447

産　　業 600～699 97 3 6 0 142 248

芸術美術 700～799 42 8 9 0 47 106

言　　語 800～899 18 29 8 0 25 80

文　　学 900～999 136 19 25 0 63 243

日本 外国 日本・外国 その他

（件数） 2,291 1,159 103 71 16 942 2,291

（％） 100.0 50.6 4.5 3.1 0.7 41.1 100.0

表３－１－４　分類別・収録データの地域別データベース件数

延べ回答数

（横計）

収　録　デ　ー　タ　の　地　域

収　録　デ　ー　タ　の　地　域
無 回 答 回答数

分　　　類

実回答数全体合計

無 回 答
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類　　目
細　目
コード

  1900年
  　以前

　1900～
　　1950

　1951～
　　1970

　1971～
　　1980

　1981～
　　1990

　1991～
　　2000

　2001年
　　以降

総　　記 000～090 61 24 37 18 41 58 34 603 876

哲　　学 100～199 37 10 8 4 5 20 9 97 190

歴　　史 200～299 114 24 17 4 8 23 7 163 360

社会科学 300～399 77 28 28 11 27 35 18 282 506

自然科学 400～499 26 28 55 30 54 108 49 437 787

技術工学 500～599 14 17 38 16 35 63 37 227 447

産　　業 600～699 13 13 21 9 14 25 9 144 248

芸術美術 700～799 21 3 4 3 2 6 4 63 106

言　　語 800～899 8 1 0 0 0 3 3 65 80

文　　学 900～999 71 15 10 1 6 13 7 120 243

  1900年
  　以前

　1900～
　　1950

　1951～
　　1970

　1971～
　　1980

　1981～
　　1990

　1991～
　　2000

　2001年
　　以降

（件数） 2,291 238 84 115 62 117 193 88 1,394 2,291

（％） 100.0 10.4 3.7 5.0 2.7 5.1 8.4 3.8 60.8 100.0

延べ
回答数

（横計）

収　録　開　始　時　期

収　録　開　始　時　期

表３－１－５　分類別・収録データの期間別データベース件数

無回答

無回答
回答数

（横計）

分　　　類

実回答数全体合計
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3.2 データベースの作成に関する統計  

3.2.1  分類別・作成者別データベース件数（表３－２－１）  

データベースの作成者について分類別にみていくと，全般にどの分類においても個人やグループよ

りも機関・組織が作成する割合が高く，特に総記の分類では，機関・組織の割合が７３％と高くなっ

ている。  

（注）① 「その他の注記」欄に基づいて集計した。  

  

3.2.2  分類別・作成費の出所別データベース件数（表３－２－２）  

データベース作成費の出所について分類別にみていくと，全分類にわたって大学・機関等の予算で

作成されている割合が高い。  

（注）① 「その他の注記」欄に基づいて集計した。  
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類　　目
細　目
コード

個人
ｸﾞﾙｰﾌﾟ・
研究会等

機関・
組織

その他

総　　記 000～090 23 30 648 7 168 876

哲　　学 100～199 19 15 119 1 36 190

歴　　史 200～299 23 42 212 4 79 360

社会科学 300～399 34 42 305 6 119 506

自然科学 400～499 59 97 420 9 202 787

技術工学 500～599 29 55 279 4 80 447

産　　業 600～699 11 28 125 3 81 248

芸術美術 700～799 8 5 60 1 32 106

言　　語 800～899 4 3 56 0 17 80

文　　学 900～999 19 23 147 1 53 243

個人
ｸﾞﾙｰﾌﾟ・
研究会等

機関・
組織

その他

（件数） 2,291 131 200 1,380 20 560 2,291

（％） 100.0 5.7 8.7 60.2 0.9 24.4 100.0

表３－２－１　分類別・作成者別データベース件数

延べ回答数

（横計）

デ ー タ ベ ー ス 作 成 者 の 種 別

デ ー タ ベ ー ス 作 成 者 の 種 別

無 回 答
回答数

（横計）

分　　　類

実回答数全体合計

無 回 答
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類　　目
細　目
コード

大学・機関
等 の 予 算

科 研 費
補助金等の
外 部 資 金

その他

総　　記 000～090 456 32 33 19 405 945

哲　　学 100～199 93 23 15 12 87 230

歴　　史 200～299 144 40 14 15 194 407

社会科学 300～399 213 56 26 28 264 587

自然科学 400～499 300 90 28 53 423 894

技術工学 500～599 202 34 16 31 217 500

産　　業 600～699 87 25 8 18 142 280

芸術美術 700～799 38 8 4 6 62 118

言　　語 800～899 20 3 5 0 56 84

文　　学 900～999 105 32 11 10 121 279

大学・機関
等 の 予 算

科 研 費
補助金等の
外 部 資 金

その他

（件数） 2,291 917 180 84 115 1,242 2,538

（％） 100.0 40.0 7.9 3.7 5.0 54.2 110.8

表３－２－２　分類別・作成費の出所別データベース件数

延べ回答数

（横計）

デ ー タ ベ ー ス の 作 成 費 の 出 所

デ ー タ ベ ー ス の 作 成 費 の 出 所

無 回 答
延べ回答数

（横計）

分　　　類

実回答数全体合計

無 回 答
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付録１．作成データベース一覧（分野別）  

 

参考のために，本調査の調査回答の公表について許可が得られたデータベースの一覧表を付し

た。 

各データベースは「収録データの分野」欄にあげられた分野（部）によって分類し，各部につ

いてはデータベース名称の五十音順に配列した（アルファベットは最初に配列）。複数の部にま

たがるデータベースはそれぞれに重出してある。 

本調査の回答は，「大学Ｗｅｂサイト資源検索（ＪｕＮｉｉ（大学情報メタデータ・ポータル）

試験提供版）」によって公開されているので，各データベースの詳細については同サイトを参照

されたい。 
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1. 総記 
データベースの名称 作成者の名称 【問い合わせ先 氏名 （大学・機関名等） 】 

?を!にするエネルギー講座 エネルギー技術情報センター  【 ()】 
100年前の日本と世界～「節目の年」からみる書物 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
2001年度の論文･発表等、2002年度の論文･発表等 新領域創成科学研究科 基盤情報学専攻 相田研究室  【千葉 新吾 (東京大学大学院新領域創成科学研究

科 基盤情報学専攻･相田研究室)】 
2001年度版 心身障害学系・教官研究活動データベース 心身障害学系(発行者:中村満紀男、作成者:小畑文也)  【発行者:中村満紀男､作成者:小畑文也 (筑波大学

心身障害学系)】 
3次元医薬品構造データベース(3D Pharmaceutical Structure Database) 東京薬科大学薬学部第二薬化学教室  【土橋 朗 (東京薬科大学薬学部第二薬化学教室)】 
Aoyama Gakuin University Library Resources Online Retrieval 

Assistance System 21 
1.青山学院大学図書館(本館、相模原分館)2.青山学院女子短期大学図書館  【ｼｽﾃﾑ担当 (青山学院大学図
書館本館)】 

ASULIB 愛知産業大学・短期大学図書館  【 (愛知産業大学･短期大学図書館)】 
日本漢文文献目録データベース 二松学舎大学 21世紀 COEプログラム  【 ()】 
BOST Lib. 生物理工学部図書館  【加藤あずさ (近畿大学生物理工学部図書館)】 
CALIS 金城学院大学図書館  【鈴木 卓美 (金城学院大学図書館)】 
CALIS(仮称) 名城大学附属図書館  【飼沼 敏雄 (名城大学附属図書館)】 
DNA Data Bank of Japan 国立遺伝学研究所生命情報・DDBJ研究センター  【 ()】 
EBSCO host EBSCO Publishing  【 ()】 
Edogawa Library Information System(通称:ELIS) 江戸川大学・短期大学総合情報図書館  【 (江戸川大学･短期大学総合情報図書館)】 
Encyclopadia Britannica Online Encyclopadia Britannica  【 ()】 
EZ-Cat 京都産業大学図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽ担当 (京都産業大学図書館)】 
e-レファレンスツール 日外アソシエーツ  【 ()】 
島根大学研究紀要全文データベース 島根大学  【 ()】 
GAIDAI BIBLOTHECA(ガイダイビブリオテカ)デジタル図書館報 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
I-Libkiss 図書館  【 ()】 
Japan Review データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
Japanknowledge ネットアドバンス社  【 ()】 
J-BISC 国立国会図書館  【 ()】 
JID on WWW 自治医科大学図書館  【 ()】 
Kanagawa University Online Library and Academic Information System. 神奈川大学図書館  【図書ｻｰﾋﾞｽ課 (神奈川大学図書館)】 
KDC Lib OPAC(仮称) 神奈川歯科大学図書館  【 ()】 
KENKYUSHA ONLINE DICTIONARY 研究社  【 ()】 
Kiss 国士舘大学附属図書館  【 ()】 
KISS for Books and Journals 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 総務部 総務課 図書係  【総務課図書係  (大学共

同利用機関法人 高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 )】 
KISS for Preprints 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 総務部 総務課 図書係  【総務課図書係  (大学共

同利用機関法人 高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 )】 
kiss-DB 国士館附属大学図書館  【 ()】 
kiss-DIC 国士館附属図書館  【 ()】 
kiss-MA 国士館大学附属図書館  【 ()】 
KOKYUROK(講究録)データベース 京都大学数理解析研究所  【図書掛 (京都大学数理解析研究所)】 
Komazawa University Public Access Search System 駒澤大学図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽ係 (駒澤大学)】 
KOSMOS 目録データベース 慶應義塾大学メディアセンター  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾒﾃﾞｨｱ (慶應義塾大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ本部)】 
Library Information System of Musashi Univ. 図書館研究情報センター  【 ()】 
Limedio. 愛知淑徳大学図書館.  【 ()】 
LVZ(仮称) 玉川大学図書館  【収書課情報ｼｽﾃﾑ担当 (玉川大学図書館)】 
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Macintosh トラブルニュース 秋山智  【秋山智 (香川大学教育学部)】 
NBU 総合図書館情報システム (Nippon Bunri University Information 

Control Expert System) 
日本文理大学図書館  【小平 正典 (日本文理大学図書館)】 

NewsBank Newspapers-International NewsBank  【 ()】 
NII学術コンテンツ・ポータル 国立情報学研究所  【 ()】 
NII論文情報ナビゲータ 国立情報学研究所  【 ()】 
Nipponalia 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
NIRAデータベース 総合研究開発機構(NIRA)政策研究情報センター  【園幹夫 (総合研究開発機構)】 
大分大学産学連携研究者情報   【伊藤正実 (大分大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ)】 
東京芸術大学附属図書館貴重資料データベース   【 (東京芸術大学附属図書館 資料受入係)】 
共立女子大学図書館 蔵書目録データベース(仮称)   【図書課 情報管理係 (共立女子大学図書館)】 
立命館アジア太平洋大学研究者データベース   【荒木 千夏江 (立命館ｱｼﾞｱ太平洋大学ﾘｻｰﾁ･ｵﾌｨｽ)】 
姫路獨協大学図書館蔵書目録データベース(仮称)   【 (姫路獨協大学附属図書館)】 
東京藝術大学附属図書館蔵書検索   【 ()】 
NACSIS-CAT   【 ()】 
OPAC 高知工科大学 附属情報図書館  【高知工科大学  (高知工科大学附属情報図書館)】 
OPAC 東洋学園大学図書館  【図書館 (東洋学園大学)】 
OPAC 金沢星稜大学図書館  【 ()】 
OPAC データベース 鈴鹿医療科学大学附属図書館  【林雅樹 (鈴鹿医療科学大学附属図書館)】 
OPACデータベース(仮称) 大阪観光大学図書館  【佐藤 智子 (大阪観光大学)】 
Phoenix-lib-Data Base(仮称) 九州保健福祉大学 附属図書館  【伊藤 倫子 (九州保健福祉大学 附属図書館)】 
PICMSデータベース 京都大学数理解析研究所  【図書掛 (京都大学数理解析研究所)】 
RIMS-DB 京都大学数理解析研究所  【図書掛 (京都大学数理解析研究所)】 
RIMSデータベース 京都大学数理解析研究所  【 ()】 
Ring Server Ring Server Project  【 ()】 
SALIS(Sanno Library Information System) 産業能率大学図書館、自由が丘産能短期大学図書館  【丸田 恭也 (産業能率大学図書館)】 
SHIRAYURI-LIBNET 白百合女子大学図書館  【横田 悦二郎 (白百合女子大学図書館)】 
Tools on Number Theory Web 中村憲  【中村憲 (首都大学東京大学院理工学研究科数理情報科学専攻)】 
Treasures of Keio University 慶應義塾大学HUMIプロジェクト  【 ()】 
インターネット美術館 筑波大学芸術学系  【山中 敏正 (筑波大学芸術学系)】 
TUIST 徳島大学附属図書館  【前田 朋彦 (徳島大学学術研究国際部学術情報ｻｰﾋﾞｽ課電子情報係)】 
UDAILIB-DATABASE 宇都宮大学附属図書館  【板橋 久夫 (宇都宮大学附属図書館雑誌情報･ｼｽﾃﾑ係)】 
WAKATE 素粒子・原子核・高エネルギー三者若手、京都大学基礎物理学研究所  【計算機室 (京都大学基礎物理学研

究所)】 
Waseda University Library Catalog 早稲田大学図書館  【情報管理課 (早稲田大学図書館)】 
Web教員・データベース 江戸川大学 学務課  【 ()】 
wwwOPAC 大阪市立大学学術情報総合センター  【 ()】 
WWW版蔵書検索システム 関西大学図書館  【 (関西大学図書館)】 
愛知学院大学図書館情報センター蔵書目録 愛知学院大学図書館情報センター  【田中 勝 (愛知学院大学図書館情報ｾﾝﾀｰ)】 
愛知学院大学附属図書館 愛知学院大学附属図書館  【 ()】 
愛知学泉大学・愛知学泉短期大学図書館所蔵資料 D.B. 愛知学泉大学・愛知学泉短期大学図書館員  【丹羽 直美 (愛知学泉大学豊田図書館)】 
愛知教育大学蔵書目録 愛知教育大学附属図書館  【 ()】 
愛知県立大学附属図書館情報検索システム 愛知県立大学附属図書館  【 ()】 
愛知工業大学附属図書館所蔵目録 愛知工業大学附属図書館  【柏本 純 (愛知工業大学附属図書館)】 
愛知大学蔵書目録 愛知大学図書館  【横山恵美子事務課長 (愛知大学豊橋図書館)】 
会津大学情報センター附属図書館所蔵目録データベース 会津大学情報センター附属図書館  【石見 宏 (会津大学 情報ｾﾝﾀｰ附属図書館)】 
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青森明の星短期大学ホームページ 青森明の星短期大学情報処理委員会  【坂本 明裕 (青森明の星短期大学情報処理委員会)】 
青森公立大学図書館所蔵目録 青森公立大学図書館  【図書館 (青森公立大学)】 
明石工業高等専門学校蔵書目録データベース 明石工業高等専門学校 図書係  【図書係長 (明石工業高等専門学校図書館)】 
秋田家史料データベース 東北大学情報シナジーセンター学術情報研究部学術情報分室  【 (東北大学附属図書館)】 
秋田県立大学 蔵書目録データベース 秋田県立大学 図書・情報センター室  【三浦 たみ子 (秋田県立大学 図書･情報ｾﾝﾀｰ室)】 
秋田工業高等専門学校図書館蔵書検索システム 秋田工業高等専門学校図書館  【 (秋田工業高等専門学校図書館)】 
秋田鉱山専門学校蔵書データベース 秋田大学附属図書館  【 ()】 
秋田大学蔵書検索システム 秋田大学附属図書館  【 (秋田大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ係)】 
浅井学園大学図書館蔵書検索 浅井学園大学図書館  【 (浅井学園大学図書館)】 
旭川医科大学書誌・所蔵データベース 旭川医科大学図書館  【情報管理係 (旭川医科大学図書館)】 
朝日大学図書館 OPAC 朝日大学図書館  【 (朝日大学図書館 http://library.asahi-u.ac.jp )】 
亜細亜大学図書館所蔵図書資料目録データベース 亜細亜大学学術情報部学術情報課  【宇田川 裕 (亜細亜大学学術情報部学術情報課)】 
跡見学園女子大学短期大学部図書館蔵書検索 跡見学園女子大学短期大学部図書館  【 ()】 
阿南高専図書館蔵書目録データベース 阿南工業高等専門学校  【 ()】 
有明工業高等専門学校 蔵書目録データベース 有明工業高等専門学校図書館  【 ()】 
育英短期大学図書館蔵書目録データベース(仮称) 育英短期大学図書館  【山田 愛子 (育英短期大学図書館)】 
石川工業高等専門学校 総合目録データベース 石川工業高等専門学校庶務課図書係  【松原 美重子 (石川工業高等専門学校庶務課図書係)】 
石川県保健環境センター所蔵図書データベース(仮称) 石川県保健環境センター 情報・教育研修室  【 (石川県保健環境ｾﾝﾀｰ)】 
石川県立看護大学 OPAC 石川県立看護大学附属図書館  【 ()】 
伊豆韮山江川家文書データベース 国文学研究資料館史料館  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ総合受付 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
一橋ディジタルアーカイヴス(Hitotsubashi Digital Archives) 一橋大学附属図書館  【 (一橋大学附属図書館情報推進課ｺﾝﾃﾝﾂ主担当)】 
茨城県地名索引(仮称) 中村直美 金井弘夫  【 ()】 
茨城県立医療大学附属図書館蔵書検索 茨城県立医療大学附属図書館  【  (茨城県立医療大学附属図書館)】 
茨城工業高等専門学校図書館蔵書目録データベース 茨城工業高等専門学校図書館  【 ()】 
茨城大学研究者情報総覧 茨城大学  【 ()】 
茨城大学蔵書目録データベース 図書館  【 ()】 
癒し・憩い 画像データベース 九州がんセンター医療情報部  【 (九州がんｾﾝﾀｰ医療情報部)】 
西表文献データベース 総合地球環境学研究所・西表島分室  【 ()】 
岩手県立大学メディアセンターOPACシステム 岩手県立大学 メディアセンター  【図書係 (岩手県立大学 ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】 
インターネット学術情報インデックス   【 (東京大学情報基盤ｾﾝﾀｰﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾗｲﾌﾞﾗﾘ係)】 
ウイグル語図書前リスト(PDF) 東洋文庫 図書部 洋書目録係  【 ()】 
宇部工業高等専門学校蔵書目録 宇部工業高等専門学校図書係  【田村 紀見子 (宇部工業高等専門学校図書係)】 
宇部フロンティア大学/短期大学部附属図書館蔵書目録(仮称) 宇部フロンティア大学/短期大学部附属図書館  【 ()】 
ウルドゥー語文献の書誌情報及び画像データベース 大阪外国語大学附属図書館  【 (大阪外国語大学附属図書館 管理部門)】 
永青文庫「細川家旧記・古文書分類目録正編」 熊本大学附属図書館  【 ()】 
映像音響教材情報データベース メディア教育開発センター  【 (ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ普及促進部教育情報課情報ｼｽﾃﾑ部門)】 
英知大学図書館蔵書目録 英知大学図書館  【中西 真也 (英知大学図書館)】 
江戸商人・職人 国立歴史民俗博物館 研究部 歴史研究系  【 ()】 
愛媛県立医療技術大学図書館 OPAC 愛媛県立医療技術大学図書館  【水野千恵子 (愛媛県立医療技術大学図書館･愛媛県立医療技術短期大学

図書館)】 
桜花学園大学蔵書データベース 桜花学園大学桜堂記念図書館  【保科 明治 (桜花学園大学 桜堂記念図書館)】 
桜花学園大学保育学部・名古屋短期大学図書館所蔵目録データベース(仮称) 桜花学園大学保育学部・名古屋短期大学図書館  【加藤美智子 (桜花学園大学保育学部･名古屋短期大学

図書館)】 
追手門学院大学附属図書館 OPAC 追手門学院大学附属図書館  【 (追手門学院大学附属図書館司書係 )】 
追手門学院大学附属図書館ホームページ 追手門学院大学附属図書館  【 ()】 
桜美林大学図書館資料目録データベース 桜美林大学図書館  【 ()】 
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大分大学経済学部教育研究支援室所蔵資料目録(仮称) 大分大学経済学部教育研究支援室  【清水麻由美 (大分大学経済学部教育研究支援室)】 
大阪市立大学学術情報総合センターZ39.50 統合検索 大阪市立大学学術情報総合センター  【 ()】 
大阪市立大学学術情報総合センター統合情報検索 大阪市立大学学術情報総合センター  【 ()】 
大阪市立大学紀要論文データベース検索 大阪市立大学学術情報総合センター  【 ()】 
大阪市立大学紀要論文データベースタイトル別一覧検索 大阪市立大学学術情報総合センター  【 ()】 
大阪市立大学蔵書検索(wwwOPAC) 大阪市立大学学術情報総合センター  【 ()】 
大阪大谷大学図書館蔵書目録データベース 大阪大谷大学図書館  【 (大阪大谷大学図書館)】 
大阪教育大学教科書データベース 大阪教育大学附属図書館  【 ()】 
大阪教育大学全学総合目録データベース 大阪教育大学附属図書館  【情報ｼｽﾃﾑ係長 谷口慶子 (大阪教育大学附属図書館)】 
大阪経済大学蔵書目録データベース 大阪経済大学図書館  【後藤 有理子 (大阪経済大学図書館)】 
大阪国際大学総合メディアセンターDigital Library(大阪国際女子大学紀要等学
術情報マルチメディアデータベースを含む 

大阪国際大学総合メディアセンター  【足立 恭和 (大阪国際大学総合ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 守口図書館)】 

大阪商業大学図書館蔵書検索 大阪商業大学図書館  【 ()】 
大阪女学院図書館蔵書目録 大阪女学院図書館  【 ()】 
大阪女子大学附属図書館所蔵目録データベース 大阪女子大学  【 ()】 
大阪市立環境科学研究所図書室蔵書検索 大阪市立環境科学研究所  【 ()】 
大阪市立自然史博物館収蔵資料データベース 大阪市立自然史博物館  【 ()】 
大阪成蹊大学現代経営情報学部研究紀要(仮称) 大阪成蹊大学現代経営情報学部  【 ()】 
大阪体育大学図書館 OPAC(仮称) 大阪体育大学図書館  【 ()】 
大阪大学大学院工学研究科技術シーズデータベース 大学院工学研究科  【 ()】 
大阪大学附属図書館総合目録データベース 大阪大学附属図書館  【電子情報掛 (大阪大学附属図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課)】 
大阪電気通信大学図書館蔵書目録データベース(仮称) 大阪電気通信大学図書館  【 ()】 
大阪府立大学図書館システム 大阪府立大学学術情報センター  【学術情報ｸﾞﾙｰﾌﾟ 情報ｼｽﾃﾑ担当 (大阪府立大学学術情報ｾﾝﾀｰ)】 
大島商船高等専門学校図書館所蔵目録データベース 大島商船高等専門学校庶務課図書係  【 ()】 
大手前大学・短期大学図書館書蔵目録データベース 大手前大学図書館  【松浦 正 (大手前大学西宮図書館)】 
大東文化大学図書館 古典籍目録 大東文化大学図書館  【屋代美知子 (大東文化大学図書館)】 
大東文化大学図書館目録データベース 大東文化大学図書館  【竹内 篤史 (大東文化大学図書館)】 
岡山県工業技術センター報告データベース 岡山県工業技術センター  【 ()】 
岡山県立大学附属図書館所蔵目録(仮称) 岡山県立大学附属図書館  【仲達 敏江 (岡山県立大学附属図書館)】 
岡山商科大学附属図書館蔵書目録(仮称) 岡山商科大学附属図書館  【相澤泰憲 (岡山商科大学附属図書館)】 
岡山大学附属図書館 蔵書目録(OPAC) 岡山大学附属図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽ課電子情報係 (岡山大学附属図書館)】 
岡山理科大学図書館 資料検索 岡山理科大学  【雑誌情報課 (岡山理科大学図書館)】 
沖縄県立看護大学附属図書館所蔵目録 沖縄県立看護大学附属図書館  【小笹 いづみ (沖縄県立看護大学附属図書館)】 
沖縄県立芸術大学附属図書・芸術資料館蔵書目録 沖縄県立芸術大学附属図書・芸術資料館  【玉那覇 有仁 (沖縄県立芸術大学附属図書･芸術資料館)】 
沖縄大学図書館蔵書目録データベース 沖縄大学図書館  【 (沖縄大学図書館)】 
小樽商科大学蔵書目録データベース 小樽商科大学附属図書館  【 ()】 
お茶の水女子大学蔵書目録(OPAC) お茶の水女子大学 附属図書館  【 ()】 
小野秀雄コレクション 東京大学社会情報研究所  【 ()】 
小野秀雄コレクション・かわら版新聞錦絵データベース 東京大学社会情報研究所かわら版・新聞錦絵研究会  【吉見 俊哉 (東京大学 社会情報研究所)】 
帯広畜産大学附属図書館オンライン目録検索システム 帯広畜産大学附属図書館  【学術情報課 大平依理子 (帯広畜産大学附属図書館)】 
オンライン学術用語集 国立情報学研究所  【開発･事業部ｺﾝﾃﾝﾂ課 学術ﾎﾟｰﾀﾙ係 (国立情報学研究所)】 
オンライン所蔵目録 創価大学附属図書館  【山口 喜一郎 (図書館ｻｰﾋﾞｽ課)】 
オンライン目録検索システム 北見工業大学附属図書館  【 (北見工業大学附属図書館)】 
外国雑誌目録データベース 富山大学経済学部資料室  【田中 寛子  (富山大学経済学部資料室 )】 
海上保安大学校図書館蔵書目録データベース 海上保安大学校図書館  【 ()】 
外部データベース(学術研究関係) 中京大学図書館  【 ()】 
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嘉悦大学図書館蔵書目録データベース 嘉悦大学情報メディアセンター  【田中 周子 (嘉悦大学情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ図書ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
科学研究費補助金データベース 国立情報学研究所  【 ()】 
香川大学附属図書館医学部分館蔵書目録データベース 香川大学附属図書館医学部分館  【 (香川大学附属図書館医学部分館)】 
香川大学附属図書館蔵書目録データベース 香川大学附属図書館  【 (香川大学附属図書館)】 
学習院所蔵資料目録情報検索データベース 学習院大学図書館  【 ()】 
学習院所蔵資料目録データベース(業務用) 学習院大学図書館  【情報ｼｽﾃﾑ管理担当 (学習院大学図書館)】 
学術研究論文データベース(仮称) 東北大学医療技術短期大学部 ・紀要編集委員会 ・インターネット運用担当:小林 悌二  【佐藤 行彦 (東北

大学医療技術短期大学部)】 
学術データベースサービス 京都大学学術情報メディアセンター  【 ()】 
核図表データベース 広島国際大学保健医療学部  【堀口 隆良 (広島国際大学 保健医療学部 診療放射線学科)】 
鹿児島県立短期大学附属図書館蔵書目録データベース(仮称) 鹿児島県立短期大学附属図書館  【 (鹿児島県立短期大学附属図書館)】 
鹿児島工業高等専門学校図書館所蔵目録データベース 鹿児島工業高等専門学校学生課学生支援係  【有薗 俊子 (鹿児島工業高等専門学校 学生課学生支援

係)】 
鹿児島国際大学 CD-ROMデータベース 鹿児島国際大学附属図書館  【 ()】 
鹿児島国際大学オンラインデータベース 鹿児島国際大学附属図書館  【 ()】 
鹿児島国際大学蔵書目録データベース 鹿児島国際大学附属図書館  【 ()】 
鹿児島女子短期大学附属図書館(志學館学園)蔵書目録データベース 鹿児島女子短期大学附属図書館  【 ()】 
鹿児島大学蔵書検索システム 鹿児島大学附属図書館  【 (熊本大学附属図書館情報管理課学術ｺﾝﾃﾝﾂ係)】 
鹿児島大学附属図書館所蔵貴重資料目録データベース 玉里文庫データベース作成委員会  【森園 壽 (鹿児島大学附属図書館)】 
カザフ語図書全リスト(PDF) 東洋文庫 図書部 洋書目録係  【 ()】 
火山防災マップデータベース 北海道大学 宮坂瑞穂  【宮坂瑞穂 (北海道大学 )】 
家族史・人口史文献目録データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
活火山データベース 産業技術総合研究所 地質情報研究部門火山活動研究グループ  【星住英夫 (産業技術総合研究所 地質

情報研究部門火山活動研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ )】 
活水学術情報データベース 活水女子大学図書課  【 ()】 
活水所蔵雑誌紀要目録データベース 活水女子大学図書課  【 (図書課)】 
活水所蔵洋書目録データベース 活水女子大学図書課  【 (図書課)】 
活水所蔵和書目録データベース 活水女子大学図書課  【 (図書課)】 
活断層データベース 産業技術総合研究所 活断層研究センター  【吉岡敏和 (産業技術総合研究所 活断層研究ｾﾝﾀｰ )】 
神奈川工科大学附属図書館オンライン目録 神奈川工科大学附属図書館  【神山 勇一郎 (神奈川工科大学附属図書館事務課)】 
金沢学院大学図書館蔵書目録データベース 金沢学院大学図書館  【 (金沢学院大学図書館)】 
金沢大学総合目録データベース 金沢大学附属図書館  【橋 洋平 (金沢大学情報部情報企画課情報企画係)】 
金沢美術工芸大学附属図書館蔵書検索システム 金沢美術工芸大学附属図書館  【 ()】 
鹿屋体育大学 総合目録データベースWWW検索サービス 鹿屋体育大学附属図書館  【児玉 浩憲 (鹿屋体育大学附属図書館)】 
川合文書データベース   【 ()】 
川村学園女子大学図書検索システム 川村学園女子大学図書館  【図書館 (川村学園女子大学図書館)】 
環境情報プラザ資料検索システム 大阪府環境情報センター  【 ()】 
刊行物データベース   【 ()】 
関西外国語大学図書館オンライン目録(仮称) 関西外国語大学図書館学術情報センター  【目録係 (関西外国語大学図書館学術情報ｾﾝﾀｰ)】 
関西学院大学研究業績データベース 関西学院大学  【 (関西学院大学研究支援課)】 
関西大学インターネット就職情報検索システム(Kansai University Internet 

Placement System) 
関西大学キャリアセンター  【吉原 健二 (関西大学 ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ)】 

関西大学学術情報データベース 関西大学学術情報データベース事務局  【 (運営課)】 
関西学院大学図書館所蔵図書資料目録   【 ()】 
関西学院大学図書館デジタルライブラリ   【 ()】 
関西学院大学図書館報「時計台」   【 ()】 
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館蔵和古書画像データベース 国文学研究資料館  【事業課 学術情報係 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
寒地土木技術情報センター 図書検索 独立行政法人土木研究所 寒地土木研究所 企画室  【 ()】 
関東学院大学図書館蔵書目録データベース 関東学院大学図書館  【運用係 (関東学院大学図書館)】 
神原文庫分類目録データベース 香川大学附属図書館  【 (香川大学附属図書館)】 
幾何計算ソフトウエア 杉原, 厚吉(1948-)  【杉原厚吉 (東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学)】 
菊池文書データベース   【 ()】 
気候史データベース 富山大学人間発達科学部 田上善夫  【田上 善夫 (富山大学人間発達科学部)】 
紀州藩文庫目録 国立大学法人和歌山大学附属図書館  【情報管理係  (国立大学法人和歌山大学附属図書館 )】 
技術/文化の発達史年表 中村彰(秋田大学医学部 社会環境医学講座 医科学情報学分野)  【 ()】 
北九州工業高等専門学校図書館目録所在情報データベース 北九州工業高等専門学校図書館  【 ()】 
北見工業大学研究業績 北見工業大学附属図書館  【 ()】 
北見工業大学研究報告 北見工業大学附属図書館  【 ()】 
貴重書 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
貴重書デジタルアーカイブ 京都外国語大学付属図書館  【 ()】 
貴重資料 Database 上智大学図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽﾁｰﾑ (上智大学図書館)】 
貴重資料画像データベース 京都大学附属図書館  【 (京都大学附属図書館 情報管理課電子情報掛)】 
貴重和漢古書目録データベース 長崎大学附属図書館  【 (長崎大学附属図書館 医学分館 )】 
吉備国際大学附属図書館所蔵資料目録(仮称) 吉備国際大学附属図書館  【 ()】 
岐阜経済大学図書館蔵書目録データベース 岐阜経済大学図書館  【 ()】 
岐阜聖徳学園大学 OPAC 岐阜聖徳学園大学図書館  【青木 透 (岐阜聖徳学園大学 羽島ｷｬﾝﾊﾟｽ図書館)】 
岐阜大学図書館 OPAC 岐阜大学図書館  【学術情報係 (岐阜大学図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課)】 
九州看護福祉大学 学術情報データベース(仮称) 九州看護福祉大学附属図書館  【寺井 直子 (九州看護福祉大学附属図書館)】 
九州工業大学情報工学部紀要データベース 九州工業大学附属図書館情報工学部分館  【 ()】 
九州工業大学情報工学部テクニカルレポートデータベース 九州工業大学附属図書館情報工学部分館  【 ()】 
九州工業大学附属図書館蔵書目録データベース 九州工業大学附属図書館  【 ()】 
九州国際大学蔵書目録 九州国際大学図書館  【 ()】 
九州産業大学図書館蔵書・書誌データベース 九州産業大学図書館  【高濱 純 (九州産業大学図書館)】 
九州大学システム情報科学研究院研究内容紹介 興 雄司(九州大学システム情報科学研究院広報委員)  【 ()】 
九州大学大学院システム情報科学紀要アブストラクト集 九州大学大学院システム情報科学紀要編集委員会  【 ()】 
九州大学大学院システム情報科学研究院 研究開発シーズ集 興 雄司(九州大学システム情報)、九州大学大学院システム情報科学研究院 広報委員会  【 ()】 
九州大学大学院システム情報科学研究院における発表論文・講演題目 九州大学大学院システム情報科学紀要編集委員会  【九州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学紀要編集委員会 (九

州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学研究院)】 
九州大学附属図書館目録所在情報データベース 九州大学附属図書館  【 ()】 
九州の出版文化 福岡大学図書館  【長岡 啓司 (福岡大学図書館)】 
九州ルーテル学院大学図書館所蔵目録データベース(仮称) 図書館  【水谷 江美子 (九州ﾙｰﾃﾙ学院大学図書館)】 
共愛学園前橋国際大学論集データベース(仮称) 共愛学園前橋国際大学図書館  【 ()】 
「教育メディア機器の技術史、教育史」画像データベース メディア教育開発センター  【 (ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ普及促進部教育情報課情報ｼｽﾃﾑ部門)】 
教員業績データベースシステム 北陸先端科学技術大学院大学  【人事係 (北陸先端科学技術大学院大学 総務課人事･労務班人事係)】 
京都外国語大学付属図書館所蔵データベース 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学附属図書館)】 
京都外国語短期大学付属図書館所蔵データベース 京都外国語短期大学付属図書館  【 (京都外国語短期大学付属図書館)】 
京都学園大学図書館蔵書目録データベース 京都学園大学図書館  【大橋勝司 (京都学園大学図書館)】 
京都教育大学蔵書目録データベース(仮称) 京都教育大学附属図書館  【情報管理担当 (京都教育大学附属図書館)】 
京都光華女子大学図書館蔵書目録 京都光華女子大学図書館  【 (京都光華女子大学図書館)】 
京都工芸繊維大学書誌・所蔵目録データベース(仮称) 京都工芸繊維大学附属図書館  【高橋 安司 (京都工芸繊維大学情報図書ｻｰﾋﾞｽ室)】 
京都嵯峨芸術大学付属図書館図書資料検索システム 京都嵯峨芸術大学附属図書館  【 ()】 
京都女子大学図書館 opac 京都女子大学・京都女子大学短期大学部図書館  【 ()】 



 

 － 42 －

京都造形芸術大学芸術文化情報センター蔵書目録データベース 京都造形芸術大学芸術文化情報センター  【 (京都造形芸術大学 芸術文化情報ｾﾝﾀｰ)】 
京都創成大学所蔵目録データベース(仮称) 京都創成大学 メディアセンター  【四方 (京都創成大学 ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】 
京都大学総合目録データベース 京都大学附属図書館・部局図書館(室)  【 (京都大学附属図書館情報管理課図書情報掛)】 
京都大学蔵書検索システム・京都大学電子図書館システム 京都大学附属図書館  【 ()】 
京都大学博士学位論文データベース 京都大学附属図書館  【 (京都大学附属図書館 情報管理課電子情報掛)】 
京都大学附属図書館所蔵 近衛文庫目録 京都大学附属図書館  【 (京都大学附属図書館情報管理課電子情報掛)】 
京都大学附属図書館所蔵 富士川文庫目録 京都大学附属図書館  【 (京都大学附属図書館情報管理課電子情報掛)】 
京都大学ホームページ情報データベース 京都大学附属図書館  【 (京都大学附属図書館 情報管理課電子情報掛)】 
京都橘大学図書館蔵書目録 京都橘大学図書館  【 (京都橘大学図書館)】 
京都ノートルダム女子大学蔵書目録データベース 京都ノートルダム女子大学学術情報センター図書館  【 (京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大学 学術情報ｾﾝﾀｰ図書館)】 
京都府立医科大学附属図書館蔵書検索(OPAC) 附属図書館  【受入･整理担当 (京都府立医科大学附属図書館)】 
京都府立大学蔵書目録(仮称) 京都府立大学附属図書館  【梅村健一 (京都府立大学附属図書館)】 
京都文教大学･京都文教短期大学蔵書目録データベース 京都文教大学･京都文教短期大学  【 ()】 
紀要「法政理論」目次一覧データベース 新潟大学法学会  【 ()】 
共立女子大学総合文化研究所紀要目次 共立女子大学総合文化研究所  【小林万洋 (共立女子大学総合文化研究所)】 
共立薬科大学図書館蔵書目録 共立薬科大学図書館  【荒井範子 (共立薬科大学図書館)】 
キルギス語図書前リスト(PDF) 東洋文庫 図書部 洋書目録係  【 ()】 
近畿大学工学部図書館所蔵図書検索(仮称) 近畿大学工学部図書館  【 (近畿大学工学部 図書館)】 
近畿大学中央図書館所蔵目録データベース 近畿大学中央図書館  【 (近畿大学中央図書館)】 
近畿大学農学部図書館所蔵目録データベース 農学部図書館  【 (近畿大学農学部図書館事務課)】 
金研、材料データベース 金属材料研究所計算材料学センター長 川添良幸  【川添良幸 (東北大学金属材料研究所計算材料学ｾﾝ

ﾀｰ)】 
近代朝鮮関係書籍データベース   【 ()】 
近代文献情報データベース 国文学研究資料館  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ総合受付 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
金蘭短期大学研究誌目次一覧 千里金蘭大学付属図書館  【吉永省三 (千里金蘭大学付属図書館)】 
釧路工業高等専門学校 紀要論文データベース 釧路工業高等専門学校 庶務課 情報資料係  【 ()】 
釧路工業高等専門学校 図書館検索システム 釧路工業高等専門学校 庶務課 情報資料係  【 ()】 
熊本学園大学紀要目次データベース 熊本学園大学図書館  【 ()】 
熊本学園大学図書館蔵書目録データベース 熊本学園大学図書館  【目録係 (熊本学園大学図書館)】 
熊本県立大学学術情報メディアセンター図書館蔵書目録 熊本県立大学学術情報メディアセンター図書館  【 ()】 
熊本大学附属図書館オンライン目録検索システム 附属図書館  【 (熊本大学附属図書館情報管理課電子情報係)】 
倉敷芸術科学大学図書館システム 倉敷芸術科学大学図書館  【時任 英人 (倉敷芸術科学大学 図書館)】 
くらしき作陽大学・作陽短期大学附属図書館蔵書目録(仮称) くらしき作陽大学・作陽短期大学附属図書館  【 ()】 
倉敷市立短期大学研究情報(仮称) 倉敷市立短期大学及び個人  【永田 桂輔 (倉敷市立短期大学)】 
久留米大学附属図書館蔵書目録(仮称) 久留米大学附属図書館  【北村 泰治 (久留米大学御井図書館)】 
群馬県立医療短期大学図書館所蔵資料データベース 図書館  【井上 譲 (群馬県立医療短期大学)】 
群馬工業高等専門学校図書館蔵書目録 群馬工業高等専門学校図書館  【堀口 純夫 (群馬工業高等専門学校図書館)】 
群馬松嶺福祉短期大学図書館所蔵目録 群馬松嶺福祉短期大学図書館  【金井 義明 (群馬松嶺福祉短期大学図書館)】 
群馬大学紀要目次情報データベース 群馬大学総合情報メディアセンター図書館  【土師 守 (群馬大学総合情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ図書館)】 
群馬大学総合情報メディアセンター図書館オンライン目録データベース 群馬大学総合情報メディアセンター図書館  【土師 守 (群馬大学総合情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ図書館)】 
敬愛大学・千葉敬愛短期大学メディアセンター蔵書検索システム 敬愛大学・千葉敬愛短期大学メディアセンター  【敬愛大学･千葉敬愛短期大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ ()】 
慶應義塾図書館所蔵貴重書データベース 慶應義塾大学三田メディアセンター  【情報管理担当 (慶應義塾大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ本部)】 
慶應義塾図書館所蔵旧分類洋書目録 慶應義塾大学三田メディアセンター  【情報管理担当 (慶應義塾大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ本部)】 
敬和学園大学図書館 敬和学園大学図書館  【 ()】 
敬和学園大学図書館蔵書検索システム 敬和学園大学図書館  【 ()】 
研究概要データベース(仮称) 滋賀県工業技術総合センター  【 (滋賀県工業技術総合ｾﾝﾀｰ)】 
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研究業績システム 教育・研究支援事務室  【 ()】 
研究紀要等データベース メディア教育開発センター  【 (ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ普及促進部教育情報課情報ｼｽﾃﾑ部門)】 
研究者情報検索 東京農工大学大学情報委員会  【 ()】 
研究者データベース 早稲田大学研究推進部  【 ()】 
研究集会データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｼｽﾃﾑ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
研究成果データベース 海洋科学技術センター企画部計画管理課  【企画部計画管理課 中村･吉村/情報業務課 松本 (海洋科学技

術ｾﾝﾀｰ)】 
研究テーマ・研究成果一覧(仮称) 広島県立食品工業技術センター  【東 敏生 (広島県立食品工業技術ｾﾝﾀｰ)】 
研究報告書データベース(仮称)<神奈川県のホームページ内にある「オンライン資
料室」に本データベースのデータを提供> 

神奈川県自治総合研究センター  【桜井 嘉郎 (神奈川県自治総合研究ｾﾝﾀｰ 研究部)】 

研究報告データベース(仮称)   【 ()】 
県立新潟女子短期大学図書館所蔵資料検索(OPAC) 県立新潟女子短期大学図書館  【 ()】 
県立広島大学学術情報センター図書館蔵書検索 県立広島大学学術情報センター図書館  【 ()】 
工学院大学図書館蔵書目録 工学院大学図書館  【 (工学院大学図書館図書館管理課)】 
皇學館大学附属図書館蔵書目録データベース 皇學館大学附属図書館  【 ()】 
工学の曙文庫 金沢工業大学 ライブラリーセンター  【 ()】 
『講義概要』に示された参考文献 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
講義要項データベース 神戸学院大学 教務部  【片村 正直 (神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ)】 
高精細画像データベース メディア教育開発センター  【 (ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ普及促進部教育情報課情報ｼｽﾃﾑ部門)】 
高知高専蔵書検索システム 高知工業高等専門学校図書館  【中村 千都世  (庶務課図書係 高知工業高等専門学校)】 
高知大学蔵書データベース 高知大学総合情報センター(図書館)  【井上世志子 (高知大学総合情報ｾﾝﾀｰ)】 
甲南大学所蔵目録データベース(仮称) 甲南大学図書館  【宮地 博明 (甲南大学図書館)】 
神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ検索   【 ()】 
神戸市図書館情報ネットワークシステム 神戸市  【 (神戸市看護大学図書館)】 
神戸女学院大学図書館蔵書目録(仮称) 神戸女学院大学図書館  【 (神戸女学院大学図書館)】 
神戸女子大学紀要全文検索データベース 神戸女子大学図書館  【 ()】 
神戸女子大学図書館目録データベース 神戸女子大学図書館  【 ()】 
神戸女子短期大学蔵書目録データベース 神戸女子短期大学図書館  【 ()】 
神戸親和女子大学修士論文書誌データベース 神戸親和女子大学附属図書館  【 ()】 
神戸親和女子大学附属図書館所蔵目録データベース 神戸親和女子大学附属図書館  【 ()】 
高野山大学所蔵図書データベース 高野山大学図書館  【浦 芳誠 (高野山大学図書館)】 
公立はこだて未来大学情報ライブラリー所蔵目録(仮称) 公立はこだて未来大学情報ライブラリー  【 ()】 
コーニツキー版 欧州所在日本古書総合目録 国文学研究資料館  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ総合受付 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
郡山女子大学図書館データベース(仮称) 郡山女子大学図書館  【 ()】 
國學院大學栃木学園図書館 蔵書検索 國學院大學栃木学園図書館  【 ()】 
国際医療福祉大学図書館オンライン目録 国際医療福祉大学図書館  【 ()】 
国際学術研究調査関係研究者データベース 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
国際基督教大学図書館所蔵目録データベース 国際基督教大学図書館  【黒澤公人 (国際基督教大学図書館)】 
国士館大学附属図書館 OPAC 国士館大学附属図書館  【 ()】 
国書基本データベース(著作編) 国文学研究資料館  【事業課 学術情報係 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
国立音楽大学附属図書館 OPACデータベース 国立音楽大学附属図書館  【 (国立音楽大学附属図書館)】 
国立極地研究所所蔵資料目録及び出版物データベース 国立極地研究所 情報図書室  【 ()】 
国立大学法人和歌山大学附属図書館蔵書目録データベース 国立大学法人和歌山大学附属図書館  【情報管理係  (国立大学法人和歌山大学附属図書館 )】 
国立天文台貴重書目録 国立天文台天文情報センター  【 ()】 
国立保健医療科学院研究情報センター所蔵資料目録 国立保健医療科学院研究情報センター  【 (国立保健医療科学院研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
呉工業高等専門学校図書館所蔵目録データベース 呉工業高等専門学校庶務課図書係  【庶務課図書係 (呉工業高等専門学校)】 
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古事類苑データベース 国文学研究資料館  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ総合受付 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
駒澤大学研究紀要データベース 駒澤大学図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽ係 (駒澤大学)】 
駒澤大学古典籍(貴重書)データベース 駒澤大学図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽ係 (駒澤大学)】 
駒澤大学史資料データベース 駒澤大学図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽ係 (駒澤大学)】 
小松短期大学図書館蔵書データベース 小松短期大学図書館  【杉本 三津江 (小松短期大学図書館)】 
小山工業高等専門学校 研究紀要目次 小山工業高等専門学校 図書情報センター  【図書情報係 (小山工業高等専門学校)】 
今和次郎コレクション 工学院大学 図書館  【 (工学院大学図書館 図書館管理課)】 
(財)国際通信経済研究所 資料室 検索サービス (財)国際通信経済研究所  【 ()】 
埼玉学園大学・川口短期大学情報メディアセンター蔵書目録(OPAC) 埼玉学園大学情報メディアセンター  【 ()】 
埼玉学園大学紀要 埼玉学園大学紀要委員会  【 ()】 
埼玉工業大学図書館蔵書目録データベース 埼玉工業大学図書館  【 ()】 
埼玉大学 OPAC 埼玉大学図書館  【 (埼玉大学図書館)】 
埼玉大学研究者情報検索データベース 埼玉大学  【 ()】 
埼玉短期大学図書館蔵書目録データベース(仮称) 埼玉短期大学図書館  【 (埼玉短期大学図書館)】 
材料設計用データベース 東京大学人工物工学研究センターライフサイクル工学部門情報知識学会 CODATA 材料データシステム委員

会  【岩田修一 (東京大学大学院工学系研究科ｼｽﾃﾑ量子工学専攻)】 
佐賀大学医学部研究者紹介ページ 佐賀大学学術情報処理センター・医学サブセンター  【 ()】 
佐賀大学電子図書館 とんぼの眼 佐賀大学附属図書館、佐賀大学総合情報基盤センター  【浅岡宏信 (佐賀大学附属図書館)】 
相模女子大学附属図書館蔵書目録データベース 相模女子大学附属図書館  【 ()】 
桜の聖母短期大学図書館情報センター蔵書目録   【 ()】 
札幌学院大学図書館蔵書目録 札幌学院大学図書館  【札幌学院大学図書課図書係 (札幌学院大学)】 
札幌大学図書館蔵書データベース 札幌大学図書館  【森 俊司 (札幌大学図書館)】 
産業技術総合研究所 四国センター 図書室情報サービス 産業技術総合研究所 四国センター 産学官連携センター  【北原 洸 (独立行政法人 産業技術総合研究所 

四国ｾﾝﾀｰ)】 
産業技術の歴史 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
三康図書館雑誌目録 財団法人三康文化研究所附属三康図書館  【志多伯峰子 (財団法人三康文化研究所附属三康図書館)】 
山陽学園大学・短期大学図書館蔵書目録データベース 山陽学園大学・短期大学図書館  【戸嶋 美江 (山陽学園大学･短期大学図書館)】 
滋賀医科大学マルチメディアセンターニュースレター 滋賀医科大学マルチメディアセンター  【 ()】 
滋賀医科大学蔵書目録データベース 滋賀医科大学附属図書館  【 (滋賀医科大学教務部図書課情報ｻｰﾋﾞｽ係)】 
志學館大学図書館蔵書データベース検索サービス(仮) 志學館大学図書館  【 (志學館大学 図書館)】 
滋賀大学附属図書館所蔵目録データベース 滋賀大学附属図書館  【 (滋賀大学附属図書館)】 
静岡大学情報学部情報科学科水野研究室論文データベース   【 ()】 
静岡大学博士学位論文要旨検索   【 ()】 
静岡県立大学附属図書館横断検索 静岡県立大学附属図書館  【 ()】 
静岡産業大学図書館 OPAC 静岡産業大学図書館  【 ()】 
静岡産業大学藤枝図書館 OPAC 静岡産業大学藤枝図書館  【 ()】 
静岡文化芸術大学図書館・情報センター蔵書検索システム 静岡文化芸術大学図書館・情報センター  【 ()】 
静岡理工大学附属図書館所蔵目録データベース 静岡理工科大学附属図書館  【 ()】 
実業史絵画データベース 国文学研究資料館史料館  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ総合受付 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
実践女子大学関係紀要目次データベース 実践女子大学図書館  【 (実践女子大学図書館)】 
実践女子大学図書館所蔵目録データベース(仮称) 実践女子大学図書館  【 (実践女子大学図書館)】 
実践女子(短期)大学図書館所蔵目録データベース(仮称) 実践女子大学・短期大学図書館  【 (実践女子)】 
執筆者一覧データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
下河辺淳アーカイヴ 総合研究開発機構(NIRA)政策研究情報センター  【島津千登世  ()】 
宗教民俗学資料データベース 田島照久  【田島照久 (早稲田大学文学部)】 
就実大学・就実短期大学 図書館蔵書目録 就実大学・就実短期大学 図書館  【岡崎 倫子 (就実大学図書館)】 
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収蔵アーカイブズ情報データベース 国文学研究資料館史料館  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ総合受付 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
「宗門改帳(しゅうもんあらためちょう)」古文書画像データベース及び「過去帳(かこ
ちょう)」データベース 

江戸時代における人口分析システム構築委員会  【川口 洋 (帝塚山大学経営情報学部)】 

十文字学園図書・情報センター図書目録データベース 十文字学園女子大学図書・情報センター図書館  【近藤秀二 (十文字学園女子大学 図書･情報ｾﾝﾀｰ図書
館)】 

淑徳大学みずほ台図書館所蔵目録データベース 淑徳大学みずほ台図書館  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾋﾞｽ係 (淑徳大学みずほ台図書館)】 
首都大学東京図書情報センター蔵書検索 OPAC 首都大学東京図書情報センター  【 (首都大学東京図書情報ｾﾝﾀｰ本館 )】 
順正短期大学・順正高等看護専門学校附属図書館所蔵資料目録(仮称) 順正短期大学・順正高等看護専門学校附属図書館  【 (順正短期大学･順正高等看護専門学校附属図書

館)】 
生涯学習事業プログラムデータベース 国立教育政策研究所  【立田 慶裕 (国立教育政策研究所 生涯学習政策研究部)】 
生涯学習情報サービス・データベース(仮称) 宮崎女子短期大学 生涯学習推進委員会  【日高英幸 (宮崎女子短期大学)】 
尚絅学院大学図書館・図書視聴覚検索システム 尚絅学院大学図書館  【木村久美子 (尚絅学院大学図書館)】 
尚絅大学・尚絅短期大学 OPAC 尚絅大学・尚絅短期大学  【 ()】 
城西大学水田記念図書館 OPAC 城西大学水田記念図書館  【小宮 隆志 (城西大学水田記念図書館)】 
上智大学学術情報総合流通システム・データベース 上智大学図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽﾁｰﾑ (上智大学図書館)】 
湘南工科大学附属図書館 OPAC 湘南工科大学附属図書館  【中村 智子 (湘南工科大学附属図書館)】 
消費者問題文献情報 国民生活センター情報資料館  【 ()】 
商品分類別商品テスト情報 兵庫県立生活科学研究所  【 (兵庫県立生活科学研究所 )】 
上武大学附属図書館 OPAC資料検索 上武大学附属図書館及び分館  【岡村 哲朗 (上武大学附属図書館)】 
情報科学芸術大学院大学附属図書館蔵書データベース(仮称) 情報科学芸術大学院大学附属図書館  【 ()】 
情報学研究   【総務･教務掛 (京都大学大学院情報学研究科)】 
情報館 AL (株)ブレインテック  【 ()】 
湘北短期大学図書館蔵書目録データベース 湘北短期大学図書館  【 (湘北短期大学図書館)】 
昭和女子大学図書館総合目録データベース 昭和女子大学図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽ担当 (昭和女子大学図書館)】 
書誌情報検索システム 金沢工業大学ライブラリーセンター  【学習支援調査課 (金沢工業大学 ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｾﾝﾀｰ)】 
女子美術大学・女子美術大学短期大学部図書館 OPAC 女子美術大学図書情報センター  【 ()】 
女性情報シソーラス用語データベース 国立女性教育会館  【 (国立女性教育会館女性教育情報ｾﾝﾀｰ)】 
女性情報レファレンス事例集 国立女性教育会館  【 (国立女性教育会館女性教育情報ｾﾝﾀｰ)】 
所蔵音響資料(オープンテープ)データベース 東京藝術大学音楽学部小泉文夫記念資料室、同室長東京藝術大学教授 柘植元一を代表とする研究グルー

プ  【 (東京藝術大学音楽学部 小泉文夫記念資料室)】 
所蔵資料データベース(仮称) 島根県立看護短期大学  【別所 聡美 (島根県立看護短期大学)】 
所蔵資料目録データベース 日本赤十字九州国際看護大学図書館  【 ()】 
所蔵史料目録データベース 東京大学史料編さん所図書室  【 (東京大学史料編さん所図書室 史料掛)】 
所蔵図書データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設資料課文献資料係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
所蔵図書データベース(仮称) 大分工業高等専門学校庶務課図書係  【椎原直子 (大分工業高等専門学校庶務課図書係)】 
所蔵目録検索データベース(OPAC検索) 大阪産業大学綜合図書館  【渡辺正宏 (大阪産業大学綜合図書館)】 
資料室所蔵統計・調査報告書目録データベース 富山大学経済学部資料室  【谷川 裕子  (富山大学経済学部資料室 )】 
資料室所蔵北陸地域資料目録データベース 富山大学経済学部資料室  【谷川 裕子  (富山大学経済学部資料室 )】 
史料情報共有化データベース 国文学研究資料館史料館  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ総合受付 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
「史料所在情報・検索」システム 国文学研究資料館史料館  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ総合受付 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
信愛紀要データベース 和歌山信愛女子短期大学  【福永勇二 (和歌山信愛女子短期大学図書館)】 
仁愛女子短期大学附属図書館所蔵目録 附属図書館  【清水孝子 (仁愛女子短期大学附属図書館)】 
仁愛大学附属図書館所蔵目録データベース 仁愛大学附属図書館  【 (仁愛大学附属図書館)】 
信州大学教育研究者総覧(日本語版) 信州大学点検評価委員会  【総務部研究推進課研究推進係長 (信州大学)】 
信州大学繊維学部教育研究活動データベース 信州大学繊維学部  【 ()】 
信州大学附属図書館 OPACシステムWWW版 信州大学附属図書館  【統括課ｼｽﾃﾑ係 (信州大学附属図書館)】 
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新聞記事見出しによる水俣病関係年表 1956-1971 熊本大学学術資料調査研究推進室  【 ()】 
水産大学校教員研究情報データベース 水産大学校企画情報部企画課  【 ()】 
水産大学校図書館蔵書検索システム(OPAC) 企画情報部 図書課  【 ()】 
推薦図書データベース 国立音楽大学附属図書館  【 (国立音楽大学附属図書館)】 
椙山女学園大学蔵書目録データベース(仮称) 椙山女学園大学図書館  【北出 幸夫 (椙山女学園大学図書館事務室)】 
健やか親子 21取り組みのデータベース 主任研究者 山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座 教授 山縣然太朗  【山縣然太朗 (山梨大

学大学院医学工学総合研究部社会医学講座)】 
鈴鹿国際大学・大学院教員研究論文データベース(仮称) 一色 将行  【一色 将行 (鈴鹿国際大学)】 
鈴峯女子短期大学図書館蔵書目録データベース 鈴峯女子短期大学図書館  【図書館 (鈴峯女子短期大学)】 
図録米欧回覧実記 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
聖学院大学総合図書館蔵書目録 聖学院大学総合図書館  【 ()】 
生活環境データベース(仮称) 県立新潟女子短期大学生活科学科  【 ()】 
成蹊大学図書館所蔵資料データベース 成蹊大学図書館  【三宅 國嗣 (成蹊大学図書館)】 
聖心女子大学図書館蔵書目録データベース 聖心女子大学図書館  【 (聖心女子大学図書館閲覧課 )】 
聖徳大学川並記念図書館蔵書目録データベース 聖徳大学川並記念図書館  【川並記念図書館 (聖徳大学)】 
聖母女学院短期大学図書館所蔵目録オンライン検索サービス 聖母女学院短期大学図書館  【 ()】 
聖マリアンナ医科大学医学情報センター蔵書目録データベース 聖マリアンナ医科大学医学情報センター図書情報課  【 ()】 
世界の新聞と雑誌-本学図書館から世界の動きを探る- 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
世界の美本ギャラリー 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
禅学総合資料庫ー電子達磨#2 花園大学国際禅学研究所  【 ()】 
全国漢籍データベース 全国漢籍データベース協議会  【安岡 孝一 (京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究ｾﾝﾀｰ)】 
全国国立大学電子図書館電子化資料一覧 矢澤真人  【 ()】 
専修大学図書館情報システム 専修大学図書館  【図書課長 金万 智昭 (専修大学図書館)】 
禅籍・仏書画像データベース 駒澤大学図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽ係 (駒澤大学)】 
戦前期新聞経済記事文庫   【 ()】 
仙台数論小研究集会 田谷, 久雄  【田谷 久雄 (東北大学大学院情報科学研究科)】 
専任教員データベース 学校法人明治大学 自己点検・評価基本委員会  【谷川 高 (明治大学 企画部調査課)】 
前方後円墳データベース 総合情報学部 小沢一雅  【小沢一雅 (大阪電気通信大学総合情報学部)】 
蔵書検索システム for 松江工業高等専門学校 松江工業高等専門学校  【 (松江工業高等専門学校図書館)】 
蔵書書誌データベース 成城大学図書館  【守谷勝人 (成城大学図書館)】 
蔵書目録(仮称) 教育研究メディアセンター  【長崎外国語大学 (教育研究ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】 
蔵書目録データベース 県立長崎シーボルト大学附属図書館  【 ()】 
蔵書目録データベース 清泉女子大学附属図書館  【 阿部 尚子 (清泉女子大学附属図書館)】 
蔵書目録データベース 上越教育大学学務部学術情報課学術情報チーム情報管理担当  【 ()】 
蔵書目録データベース(仮称) 岩手医科大学附属図書館  【藤原 伸一 (岩手医科大学附属図書館)】 
素材静止画像データベース メディア教育開発センター  【 (ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ普及促進部教育情報課情報ｼｽﾃﾑ部門)】 
卒業論文データベース 日本社会事業大学図書館  【 (日本社会事業大学図書館)】 
園田学園女子大学図書館データベース(仮称) 園田学園女子大学図書館  【 (園田学園女子大学図書館)】 
大学Webサイト資源検索 国立情報学研究所  【 ()】 
大学体育研究・総目次 筑波大学 体育センター  【統計調査研究担当 (筑波大学体育ｾﾝﾀｰ)】 
大正大学附属図書館蔵書目録 大正大学附属図書館  【 (大正大学附属図書館)】 
大同工業大学図書館蔵書目録データベース 大同工業大学図書館  【 ()】 
高岡法科大学蔵書目録データベース(仮称) 高岡法科大学図書館  【図書館事務室 (高岡法科大学図書館)】 
高崎商科大学図書館蔵書目録データベース 高崎商科大学図書館  【 ()】 
高千穂大学図書館Web OPAC(仮称) 高千穂大学図書館  【佐藤邦太郎 (高千穂大学図書館)】 
高松工業高等専門学校研究紀要データベース 高松工業高等専門学校図書館  【大石洋子 (高松工業高等専門学校図書館)】 
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高松大学蔵書目録データベース 高松大学附属図書館  【 (高松大学 附属図書館)】 
拓殖大学図書館蔵書目録 拓殖大学図書館  【渡部香子 (拓殖大学図書館)】 
拓本文字データベース   【 ()】 
田中英彦・坂井修一研究室ホームページ 東京大学大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 田中英彦・坂井修一研究室  【WWW 担当者 (東

京大学大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 田中英彦･坂井修一研究室)】 
多摩大学 メディア&インフォメーション・センター図書館所蔵目録 多摩大学 メディア&インフォメーション・センター  【池田剛透 (多摩大学 ﾒﾃﾞｨｱ&ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ｾﾝﾀｰ図書

館)】 
地域資料・情報センター   【富樫 幸一 (岐阜大学地域資料･情報ｾﾝﾀｰ)】 
地域蘭学者門人帳人名 国立歴史民俗博物館 研究部 歴史研究系  【 ()】 
力の定数に関するデータベース 情報知識学会力の定数研究会  【 (自然科学研究機構･岡崎共通研究施設･計算科学研究ｾﾝﾀｰ)】 
筑紫女学園大学･短期大学部附属図書館蔵書目録データベース 筑紫女学園大学･短期大学部附属図書館  【 ()】 
地質情報総合メタデータ 産業技術総合研究所 地質調査情報センター地質資料管理室  【渡辺和明 (産業技術総合研究所 地質調査

情報ｾﾝﾀｰ地質資料管理室 )】 
知的コミュニティ情報システム図書館情報学および情報メディア研究に関するメタ
データデータベース 

筑波大学知的コミュニティ基盤研究センター  【知的ｺﾐｭﾆﾃｨ基盤研究ｾﾝﾀｰ事務室 (筑波大学知的ｺﾐｭﾆﾃｨ基
盤研究ｾﾝﾀｰ)】 

知的所有権の判例データベース 近畿大学産業・法律研究所 播磨良承,高橋秀和  【高橋 秀和 (近畿大学産業･法律情報研究所)】 
千葉大学インハウス情報提供システム(学内サイト検索)   【 ()】 
千葉大学学術成果リポジトリ   【 ()】 
千葉大学研究者 Database検索システム   【 ()】 
千葉商科大学付属図書館データベース(仮称) 千葉商科大学付属図書館  【 (千葉商科大学付属図書館)】 
千葉大学附属図書館蔵書目録データベース 千葉大学附属図書館  【情報管理課 雑誌･電子情報係 (千葉大学附属図書館)】 
千原研究室文献データベース 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 像情報処理学講座(千原研究室)  【井村 誠孝 (奈良先端

科学技術大学院大学 情報科学研究科 像情報処理学講座)】 
中央学院大学図書館蔵書データベース 中央学院大学図書館  【佐藤弘憲 (中央学院大学図書館)】 
中央大学オンライン情報システム 中央大学図書館および研究所  【渡来 達也 (中央大学図書館)】 
中期インド・アリアン語文献のデータベース(仮称) 仙台電波工業高等専門学校 逢坂雄美 山崎守一  【逢坂 雄美,山崎守一 (仙台電波工業高等専門学校)】 
中京大学図書館オンラインネットワークシステム 中京大学図書館  【 ()】 
中京大学図書館蔵書データベース 中京大学図書館  【 (中京大学図書館 整理担当)】 
中国学園図書館蔵書・雑誌目録データベース(仮称) 中国学園図書館  【 ()】 
中部大学附属三浦記念図書館所蔵目録データベース 中部大学 附属三浦記念図書館  【 (中部大学附属三浦記念図書館 )】 
筑波技術大学 障害者支援学術情報システム 筑波技術大学 学術・社会貢献推進委員会  【 (筑波技術大学)】 
筑波技術大学附属図書館所蔵目録 筑波技術大学附属図書館  【 (筑波技術大学附属図書館)】 
筑波女子大学紀要全文データベース・筑波学院大学紀要全文データベース 東京家政学院筑波女子大学附属図書館  【穴久保 恵治 (筑波学院大学附属図書館)】 
筑波大学附属図書館蔵書検索データベース 筑波大学附属図書館  【 (筑波大学図書館部情報ｼｽﾃﾑ課電子情報係)】 
都留文科大学電子紀要 都留文科大学附属図書館  【日向 良和 (都留文科大学附属図書館)】 
都留文科大学附属図書館蔵書目録 都留文科大学附属図書館  【日向 良和 (都留文科大学附属図書館)】 
帝京科学大学附属図書館 OPAC 帝京科学大学附属図書館  【 ()】 
帝京大学医学図書館 OPAC 帝京大学医学図書館  【 ()】 
帝京大学図書館蔵書目録 帝京大学図書館  【中嶋 康 (帝京大学図書館)】 
帝京大学薬学部図書館 OPAC 帝京大学薬学部図書館  【 (帝京大学薬学部図書館)】 
帝京大学理工学部図書館蔵書目録 帝京大学理工学部図書館  【海老沼 美江子 (帝京大学理工学部図書館)】 
デジタルコンテンツアーカイブ 早稲田大学図書館  【情報管理課 (早稲田大学図書館)】 
デジタルジャーナル 東海大学福岡短期大学 メディア情報センター  【 ()】 
帝塚山学院大学 図書館蔵書データベース 帝塚山学院大学図書館  【柏田 雅明 (帝塚山学院大学図書館)】 
帝塚山大学図書館・蔵書目録データベース(仮称) 帝塚山大学図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽ係  (帝塚山大学図書館本館 )】 
電気通信研究所 研究者総覧システム 東北大学電気通信研究所 やわらかい情報システム研究センター  【 ()】 
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電気通信大学研究者情報総覧 電気通信大学総務部総務課評価・法規係  【 ()】 
電気通信大学附属図書館 OPAC 電気通信大学附属図書館  【 (電気通信大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ係)】 
電子化テキストデータベース 京都大学附属図書館  【 (京都大学附属図書館 情報管理課電子情報掛)】 
電子顕微鏡画像データベース 東北大学多元物質科学研究所 表面プロセス制御研究分野  【進藤大輔 (東北大学多元物質科学研究所)】 
電子ジャーナル Electronic Journals(茨城大学図書館) 茨城大学図書館  【 ()】 
電子資料館 宮城教育大学附属図書館  【 ()】 
電子図書館 岡山理科大学図書館  【雑誌情報課 (岡山理科大学図書館)】 
電子版霞亭文庫   【 ()】 
電子版貴重書コレクション   【 ()】 
電子版自然真営道   【 ()】 
電子版東京大学総合図書館漢籍目録   【 ()】 
天理図書館所蔵目録データベース 天理大学附属天理図書館  【一般本整理部 (天理図書館)】 
戸板女子短期大学 図書館蔵書目録 図書館  【 ()】 
東海女子大学,東海女子短期大学附属図書館所蔵資料データベース(仮称) 東海女子大学,東海女子短期大学附属図書館  【 (東海女子大学･東海女子短期大学附属図書館)】 
東海大学付属図書館所蔵目録データベース 東海大学付属図書館、東海大学短期大学部静岡図書館、東海大学福岡短期大学メディア情報センター図書

館  【 ()】 
東京学芸大学附属図書館 OPAC   【 (東京学芸大学附属図書館)】 
東京大学総合研究博物館データベース   【鵜坂 智則 (東京大学総合研究博物館)】 
東京大学東洋文化研究所所蔵漢籍目録データベース   【 ()】 
東京医療保健大学蔵書目録データベース 東京医療保健大学図書館  【 ()】 
東京外国語大学附属図書館所蔵資料データベース 東京外国語大学附属図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽ係 (東京外国語大学附属図書館)】 
東京学芸大学音楽教育学データベース 筒石 賢昭  【筒石 賢昭 (東京学芸大学音楽学科 )】 
東京家政大学図書館蔵書検索データベース(仮称) 東京家政大学図書館  【 (東京家政大学図書館)】 
東京経済大学図書館目録データベース 東京経済大学図書館  【 (東京経済大学図書館)】 
東京工業大学総合目録データベース 東京工業大学附属図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽ係 (東京工業大学附属図書館)】 
東京工業大学電子図書館 東京工業大学附属図書館  【情報企画係 (東京工業大学附属図書館)】 
東京工芸大学図書館蔵書データベース 東京工芸大学中央図書館  【齋藤幸子 (東京工芸大学中央図書館)】 
東京工芸大学図書館洋雑誌目録 東京工芸大学中央図書館  【 ()】 
東京工芸大学図書館和雑誌目録 東京工芸大学中央図書館  【斎籐幸子 (東京工芸大学中央図書館)】 
東京国際大学図書館資料検索システム 東京国際大学図書館事務部  【小林 眞人 (東京国際大学図書館事務部)】 
東京慈恵会医科大学学術情報センター図書館所蔵検索(仮称) 東京慈恵会医科大学学術情報センター  【 ()】 
東京慈恵会医科大学研究業績検索(仮称) 東京慈恵会医科大学学術情報センター  【 ()】 
東京慈恵会医科大学慈恵医大誌・JMJフルテキスト(仮称) 東京慈恵会医科大学学術情報センター  【 ()】 
東京純心女子大学図書館所蔵目録(仮称) 東京純心女子大学図書館  【山本 和雄 (東京純心女子大学 図書館)】 
東京情報大学学術雑誌 東京情報大学情報サービスセンター  【 (東京情報大学情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)】 
東京情報大学情報サービスセンター蔵書検索システム 東京情報大学情報サービスセンター  【 ()】 
東京女子大学図書館蔵書データベース 東京女子大学図書館  【平塚寿行 (東京女子大学図書館)】 
東京成徳大学人文学部図書館蔵書目録データベース 東京成徳大学人文学部図書館  【 ()】 
東京大学 OPAC 東京大学附属図書館、東京大学 情報基盤センター  【 (東京大学情報基盤ｾﾝﾀｰ 学術情報ﾘﾃﾗｼｰ掛)】 
東京大学学誌財グローバルベース 東京大学総合研究博物館  【藤尾 直史 (東京大学総合研究博物館小石川分館)】 
東京大学研究者紹介データベース 東京大学研究協力部研究協力課  【 (東京大学研究協力部研究協力課総務掛)】 
東京大学社会情報研究所附属情報メディア研究資料センター所蔵新聞目録 東京大学社会情報研究所附属情報メディア研究資料センター  【腰原 伊織 (東京大学社会情報研究所図書

掛)】 
東京大学附属図書館における新聞資料所蔵一覧 東京大学社会情報研究所附属情報メディア研究資料センター  【腰原 伊織 (東京大学社会情報研究所附属

情報ﾒﾃﾞｨｱ研究資料ｾﾝﾀｰ)】 
東京農業大学学術情報センター所蔵目録データベース   【 ()】 
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統計数理・彙報データベース(仮称) 統計数理研究所 メディア情報室  【 (統計数理研究所)】 
統計数理研究所蔵書目録データベース 図書室  【 (統計数理研究所 統計科学技術ｾﾝﾀｰ 図書室)】 
統計調査総覧 経済統計情報データベース編成委員会  【安田 聖 (一橋大学経済研究所附属社会科学統計情報研究ｾﾝ

ﾀｰ)】 
統計調査報告書 経済統計情報データベース編成委員会  【安田 聖 (一橋大学経済研究所附属社会科学統計情報研究ｾﾝ

ﾀｰ)】 
統計表 経済統計情報データベース編成委員会  【安田 聖 (一橋大学経済研究所附属社会科学統計情報研究ｾﾝ

ﾀｰ)】 
同志社大学学術資料電子化公開システム   【上田 裕保 (同志社大学 総合情報ｾﾝﾀｰ)】 
同志社大学・同志社女子大学 所蔵目録データベース 同志社女子大学図書・情報センター  【上田裕保 (同志社大学 総合情報ｾﾝﾀｰ)】 
道都大学図書データベース 道都大学附属図書情報館  【 (道都大学附属図書情報館図書課)】 
東邦学園大学図書館所蔵目録 東邦学園大学図書館  【青山元樹 (東邦学園大学図書館)】 
東邦大学習志野メディアセンター OPAC 東邦大学習志野メディアセンター  【谷澤 滋生 (東邦大学習志野ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】 
東北学院大学図書館 資料検索システム 東北学院大学図書館  【 (東北学院大学 中央図書館)】 
東北芸術工科大学所蔵図書データベース 東北芸術工科大学図書館  【佐藤 涼子 (東北芸術工科大学図書館)】 
東北公益文科大学メディアセンター所蔵目録データベース 東北公益文科大学メディアセンター  【梅津奈緒 (東北公益文科大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】 
東北工業大学附属図書館蔵書データベース 東北工業大学附属図書館  【 ()】 
東北大学多元物質科学研究所 業績データベース(仮称) 東北大学 多元物質科学研究所 広報情報室  【 (東北大学 多元物質科学研究所 広報情報室)】 
東北大学多元物資科学科学研究所 業績データベース(仮称) 東北大学 多元物資科学科学研究所 広報情報室  【 ()】 
東北大学電気通信研究所文献データベース 東北大学電気通信研究所やわらかい情報システム研究センター  【岩谷 幸雄 (東北大学電気通信研究所や

わらかい情報研究ｾﾝﾀｰ)】 
東北大学図書館蔵書データベース 東北大学附属図書館  【 (東北大学情報部情報基盤課 学術情報支援係)】 
東北大学附属図書館狩野文庫画像データベース 東北大学附属図書館  【 (東北大学附属図書館)】 
東北福祉大学図書館社会福祉資料所蔵リスト 東北福祉大学図書館  【 ()】 
東北福祉大学図書館蔵書目録データベース 東北福祉大学図書館  【 ()】 
東北薬科大学附属図書館蔵書検索(OPAC) 東北薬科大学附属図書館  【 ()】 
東洋英和女学院大学シラバス検索 東洋英和女学院大学  【 ()】 
東洋英和女学院大学図書館蔵書検索(OPAC) 東洋英和女学院大学図書館  【 ()】 
東洋学綜合情報システム 東洋文庫電算化委員会  【田仲 一成 (財団法人東洋文庫)】 
東洋学綜合情報システム 東洋文庫電算化委員会  【田仲 一成 (財団法人東洋文庫)】 
東洋学文献類目データベース 京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究センター  【村田康彦 (京都大学人文科学研究所附属漢字情報

研究ｾﾝﾀｰ)】 
東洋大学附属図書館情報システム所蔵目録データベース 東洋大学附属図書館  【 ()】 
常磐大学情報メディアセンター蔵書データベース 常磐大学情報メディアセンター  【 (常磐大学情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ )】 
徳島県文化・学習情報システム近代美術館データベース 徳島県立近代美術館  【情報ｼｽﾃﾑ担当 (徳島県立 21世紀館)】 
徳島県文化・学習情報システム 21世紀館データベース 徳島県立 21世紀館  【情報ｼｽﾃﾑ担当 (徳島県立 21世紀館)】 
徳島県文化・学習情報システム書誌データベース 徳島県立図書館,徳島県立博物館,徳島県立近代美術館,徳島県立文書館,徳島県立 21 世紀館  【情報ｼｽﾃﾑ

担当 (徳島県立 21世紀館)】 
徳島県文化・学習情報システム文書館データベース 徳島県立文書館  【情報ｼｽﾃﾑ担当 (徳島県立 21世紀館)】 
徳山高専図書館データベース 徳山工業高等専門学校 図書館  【 (徳山工業高等専門学校図書館)】 
徳山大学図書館所蔵目録 徳山大学図書館  【 ()】 
図書・雑誌目録データベース 国立民族学博物館  【 ()】 
図書館業務システム 九州共立大学附属図書館  【 ()】 
図書館所蔵目録 鈴鹿国際大学附属図書館  【 (鈴鹿国際大学附属図書館)】 
図書館所蔵目録 独立行政法人 放射線医学総合研究所 情報業務室 情報利用推進課 図書・研究情報係  【鵜澤 勝己 (独

立行政法人放射線医学総合研究所 情報業務室 情報利用推進課 )】 
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図書館所蔵目録 東京福祉大学附属茶屋四郎次郎記念図書館  【 ()】 
図書館所蔵目録データベース 新居浜工業高等専門学校図書館  【学生課図書係 福重博信 (新居浜工業高等専門学校)】 
図書館資料検索 東海学園大学図書館  【東海学園大学 (名古屋ｷｬﾝﾊﾟｽ図書館)】 
図書館総合情報管理システム 大阪工業大学図書館  【勘川 捷治郎 (大阪工業大学図書館)】 
図書館蔵書目録 大妻女子大学図書館  【 ()】 
図書館蔵書目録データベース 沖縄工業高等専門学校図書館  【 ()】 
図書館蔵書目録データベース 附属図書館  【 佐藤咲子 (秋田公立美術工芸短期大学 附属図書館 )】 
図書検索 鈴鹿工業高等専門学校図書係  【 (鈴鹿工業高等専門学校図書係)】 
図書雑誌所蔵情報 鶴見大学図書館  【 ()】 
図書・雑誌総合管理等システム 北海道立地質研究所  【 ()】 
図書・雑誌目録データベース 新潟大学附属図書館  【 ()】 
図書・雑誌目録データベース 宮崎公立大学附属図書館  【木下 直子 (宮崎公立大学附属図書館)】 
図書所蔵目録 東京電機大学・総合メディアセンター  【 ()】 
図書内容情報″BOOK″データベース 日外アソシエーツ(株)  【 ()】 
図書目録データ 宮城教育大学附属図書館  【 ()】 
図書目録データベース 詫間電波工業高等専門学校図書館  【藤原 正之 (詫間電波工業高等専門学校図書館)】 
図書目録データベース 旭川大学図書館  【阿部 美紀子 (旭川大学図書館)】 
獨協大学図書館蔵書データベース 獨協大学図書館  【 (獨協大学図書館)】 
特許検索システム 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究調査センター  【久保 浩三 (奈良先端科学技術大学院大

学 先端科学技術研究調査ｾﾝﾀ)】 
鳥取環境大学 情報メディアセンター 所蔵目録データベース(仮称) 鳥取環境大学 情報メディアセンター  【浅川 公子 (鳥取環境大学 事務局 図書情報課)】 
鳥取県科学サロン研究データベース 鳥取県総務部教育・学術振興課  【 ()】 
鳥取県産業技術センター研究報告およびとっとり技術ニュース 鳥取県産業技術センター研究報告およびとっとり技術ニュース編集委員会  【柏木秀文 (鳥取県産業技術ｾﾝ

ﾀｰ 研究企画部)】 
鳥取大学附属図書館蔵書目録データベース 鳥取大学附属図書館  【学術情報係 (鳥取大学附属図書館)】 
苫小牧駒澤大学蔵書検索サービス 苫小牧駒澤大学図書館情報センター  【 ()】 
富山大学附属図書館蔵書検索   【 ()】 
富山大学ヘルン文庫所蔵ラフカディオ・ハーン関係文献データベース   【 ()】 
富山県立大学 蔵書検索システム 富山県立大学附属図書館  【温井佳子 (富山県立大学附属図書館)】 
富山工業高等専門学校図書館蔵書目録データベース 富山工業高等専門学校庶務課図書館  【 (富山工業高等専門学校図書館)】 
富山国際大学図書館蔵書目録データベース 富山国際大学図書館  【 ()】 
富山商船図書館蔵書データベース 富山商船高等専門学校庶務課総務係(図書担当)  【 (富山商船高等専門学校庶務課総務係)】 
富山大学紀要・富大経済論集 目次・記事索引 富山大学経済学部  【 (富山大学経済学部資料室)】 
豊田工業高等専門学校図書館蔵書目録検索データベース 豊田工業高等専門学校庶務課図書係  【 ()】 
豊橋技術科学大学 特許情報システム 豊橋技術科学大学 未来技術流動研究センター  【 ()】 
豊橋技術科学大学附属図書館蔵書目録 豊橋技術科学大学附属図書館  【 ()】 
豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部附属図書館蔵書検索システム(仮称) 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部附属図書館  【 (豊橋創造大学附属図書館 )】 
長岡技術科学大学博士論文目次要旨データベース 長岡技術科学大学附属図書館  【 ()】 
長岡工業高等専門学校蔵書検索システム 長岡工業高等専門学校図書館  【久保田昌代 (長岡工業高等専門学校庶務課図書係)】 
長崎ウエスレヤン大学蔵書目録データベース 長崎ウエスレヤン大学附属図書館  【 ()】 
長崎県立大学図書情報センター 所蔵目録 長崎県立大学 図書情報センター  【池上 明美 (長崎県立大学図書情報ｾﾝﾀｰ)】 
長崎国際大学図書館蔵書目録データベース(仮称) 長崎国際大学図書館  【 ()】 
長崎大学研究情報データベース(仮称) 長崎大学地域共同研究センター  【竹下哲史 (長崎大学地域共同研究ｾﾝﾀｰ)】 
長崎大学附属図書館 総合目録データベース 長崎大学附属図書館  【 (長崎大学附属図書館 )】 
長崎短期大学図書館蔵書目録データベース(仮称) 長崎国際大学図書館  【 ()】 
長野工業高等専門学校図書館蔵書データベース(仮称) 長野工業高等専門学校図書館  【 (長野工業高等専門学校 学生課図書係)】 
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中村学園大学目録検索 中村学園大学図書館  【図書課長 猿渡健一 (中村学園大学図書館)】 
名古屋大学所蔵新聞目録   【 ()】 
名古屋産業大学・名古屋経営短期大学図書館蔵書目録 名古屋産業大学・名古屋経営短期大学図書館  【 ()】 
名古屋市工業研究所図書情報データベース 名古屋市工業研究所  【栗原 洋子 (名古屋市工業研究所 産業技術図書館)】 
名古屋商科大学 図書館情報システム 名古屋商科大学中央情報センター  【浅野 一明 (名古屋商科大学 中央情報ｾﾝﾀｰ)】 
名古屋大学学術機関リポジトリ 名古屋大学附属図書館  【 ()】 
名古屋大学学術ナレッジ・ファクトリー 名古屋大学附属図書館  【 ()】 
名古屋大学電子ジャーナル・アクセスサービス 名古屋大学附属図書館電子ジャーナル連絡会  【 ()】 
奈良教育大学学術情報研究センター教育資料館情報提供サービス 奈良教育大学学術情報研究センター  【 ()】 
奈良教育大学学術情報研究センター図書館情報提供サービス 奈良教育大学学術情報研究センター  【 ()】 
奈良教育大学学術情報研究センター図書館所蔵データベース 奈良教育大学学術情報研究センター  【 ()】 
奈良教育大学附属図書館蔵書目録データベース 奈良教育大学附属図書館  【 ()】 
奈良県立医科大学所蔵資料データベース 奈良県立医科大学附属図書館  【 ()】 
奈良工業高等専門学校蔵書目録データベース 奈良工業高等専門学校図書館  【奈良工業高等専門学校図書館 (奈良工業高等専門学校庶務課図書係)】 
奈良産業大学図書館インターネット OPAC 奈良産業大学図書館  【 ()】 
奈良女子大学所蔵女性問題図書目録 奈良女子大学附属図書館  【 ()】 
奈良女子大学附属図書館蔵書検索システム 附属図書館  【 ()】 
奈良先端科学技術大学院大学電子図書館システム 奈良先端科学技術大学院大学附属図書館  【井上敏宏 (奈良先端科学技術大学院大学教育･研究支援部学

術情報課)】 
奈良大学学術文献情報データベース 奈良大学図書館  【磯野肇 (奈良大学 図書館)】 
鳴門教育大学学位論文要旨データベース 鳴門教育大学附属図書館  【 ()】 
鳴門教育大学附属図書館蔵書目録データベース 鳴門教育大学附属図書館  【 ()】 
南山短期大学図書館書誌所蔵データベース 南山短期大学図書館  【熊田美津子 (南山短期大学)】 
南西地域文献データベース 鹿児島大学附属図書館  【 (鹿児島大学附属図書館)】 
新潟国際情報大学 情報センター(図書館) 新潟国際情報大学情報センター  【 ()】 
新潟経営大学図書館蔵書データベース 新潟経営大学図書館  【五十嵐 まさ江 (新潟経営大学図書館)】 
新潟工科大学図書・雑誌データベース(仮称) 新潟工科大学附属図書館  【 (新潟工科大学附属図書館)】 
新潟国際情報大学 情報センター(図書館)蔵書検索(OPAC) 新潟国際情報大学情報センター  【 (新潟国際情報大学情報ｾﾝﾀｰ学術情報係 住所:〒950-2292 新潟市み

ずき野 3-1-1 Tel:025-239-3760)】 
新潟青陵大学・新潟青陵短期大学部図書館WebOPAC 新潟青陵大学図書館  【高野 聡 (新潟青陵大学図書館)】 
新潟大学 産学連携のための研究者一覧 新潟大学地域共同研究センター  【川崎 一正 (新潟大学地域共同研究ｾﾝﾀｰ)】 
新潟大学農学部研究報告 新潟大学農学部研究報告編集委員会  【委員長新村末雄 ()】 
新潟大学博士論文データベース 新潟大学附属図書館  【 ()】 
新島遺品庫公開システム   【九鬼 弘一 (同志社大学 同志社社史資料ｾﾝﾀｰ)】 
西九州大学図書目録データベース 西九州附属大学図書館  【冨永昭子 (西九州大学附属図書館)】 
西日本工業大学図書館蔵書目録データベース(仮称) 西日本工業大学図書館  【宗広明則 (西日本工業大学図書館)】 
日外Web Service MAGAZINEPLUS 日外アソシエーツ  【 ()】 
日文研フォーラムデータベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
日経テレコン 21 日本経済新聞社  【 ()】 
日本画像データベース 東北大学理学部大気海洋変動観測研究センター  【川村宏 (東北大学大学院理学研究科附属大気海洋変動

観測研究ｾﾝﾀｰ)】 
日本研究機関データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｼｽﾃﾑ管理係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
日本工業大学図書館所蔵目録 日本工業大学図書館  【武井 孝 (日本工業大学図書館)】 
日本語で書かれた医療人類学関連文献 池田 光穂  【池田 光穂 (熊本大学文学部)】 
日本古典資料調査データベース 国文学研究資料館  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ総合受付 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
日本情報地質学会発行雑誌等掲載記事データベース 日本情報地質学会編集委員会  【山本 嘉一郎 (京都光華女子大学 人間関係学部)】 
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日本女子大学図書館所蔵目録 日本女子大学図書館  【田口 令子 (日本女子大学図書館)】 
日本赤十字秋田短期大学図書館所蔵目録 日本赤十字秋田短期大学図書館  【 ()】 
日本大学経済学部図書館蔵書目録データベース 日本大学経済学部図書館  【経済学部図書館課 (日本大学経済学部図書館)】 
日本大学工学部図書館所蔵目録データベース 日本大学工学部図書館  【佐久間 誠剛 (日本大学工学部図書館)】 
日本大学国際関係学部図書館図書目録データベース 日本大学国際関係学部図書館  【 ()】 
日本大学生産工学部図書館蔵書目録データベース 日本大学生産工学部図書館  【 ()】 
日本大学法学部図書館所蔵目録データベース 日本大学法学部図書館  【 (日本大学法学部図書館)】 
日本のシンクタンク情報 <研究機関情報> <研究成果情報> 総合研究開発機構(NIRA) 政策研究情報センター  【島津千登世  ()】 
日本福祉大学図書所蔵データベース 日本福祉大学付属図書館  【鈴木 慎一 (日本福祉大学付属図書館)】 
人間環境大学蔵書目録データベース 人間環境大学附属図書館  【 ()】 
沼津工業高等専門学校図書館蔵書目録データベース(仮称) 沼津工業高等専門学校図書館  【 ()】 
ノートルダム清心女子大学附属図書館蔵書目録データベース   【 ()】 
俳諧関係資料データベース 俳諧関係資料の会(代表 雲英末雄)  【雲英末雄 (早大文学部 雲英研究室)】 
梅花女子大学図書館 蔵書目録 梅花女子大学図書館  【安威和世 (梅花女子大学図書館)】 
萩庭さく葉コレクション 萩庭さく葉標本データベース作成会  【池上文雄 (千葉大学環境健康ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ)】 
幕末・明治期日本古写真データベース 長崎大学附属図書館  【 (長崎大学附属図書館 )】 
函館工業高等専門学校 蔵書検索システム 函館工業高等専門学校 総務課学術情報係  【福村 美保子 (函館工業高等専門学校)】 
羽衣国際大学図書館所在データベース 羽衣国際大学 学術情報センター  【 (羽衣国際大学 学術情報ｾﾝﾀｰ)】 
八戸工業高等専門学校図書館蔵書目録データベース 八戸高専庶務課図書係  【 (八戸工業高等専門学校)】 
八戸工業大学図書館蔵書目録検索データベース 八戸工業大学図書館・情報事務室  【小比類巻 光子 (八戸工業大学 図書館･情報事務室)】 
八戸大学・八戸短期大学図書館蔵書目録データベース(仮称) 八戸大学・八戸短期大学図書館  【小松 良重 (八戸大学･八戸短期大学図書館)】 
花園大学 Z39.50検索システム 花園大学情報センター(図書館)  【 ()】 
浜松医科大学規則集データベースシステム   【 ()】 
浜松大学附属図書館蔵書目録 OPAC 浜松大学附属図書館  【 ()】 
阪南大学図書館所蔵目録データベース 阪南大学図書館  【小林 明博 (阪南大学図書館)】 
阪南論集目録データベース 阪南大学学会  【高田 雅之 (阪南大学研究部)】 
東日本国際大学昌平図書館所蔵目録データベース 東日本国際大学昌平図書館  【 ()】 
比治山大学図書館所蔵目録データベース 比治山大学図書館  【比治山大学図書館 (比治山大学図書館)】 
比治山大学図書館蔵書目録データベース 比治山大学図書館  【 ()】 
一橋大学附属図書館所蔵資料データベース 一橋大学附属図書館  【 (一橋大学附属図書館 情報推進課図書館ｼｽﾃﾑ主担当)】 
ひまわり 広島大学産学連携センター  【堀尾 斉正 (広島大学産学連携ｾﾝﾀｰ)】 
百部叢書集成 奈良女子大学附属図書館  【 ()】 
兵庫教育大学修士論文概要データベース 兵庫教育大学学校教育研究センター  【古川雅文 (兵庫教育大学学校教育研究ｾﾝﾀｰ)】 
兵庫教育大学修士論文論題データベース 兵庫教育大学教育研究支援部学術情報課  【 ()】 
兵庫教育大学博士論文論題データベース 兵庫教育大学教育研究支援部学術情報課  【 ()】 
兵庫教育大学附属図書館所蔵目録データベース 兵庫教育大学教育研究支援部学術情報課  【藤原 克彦 (兵庫教育大学附属図書館)】 
兵庫県立工業技術センターデータベース 兵庫県立工業技術センター  【園田司 (兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰ技術支援部)】 
兵庫県立大学蔵書検索 OPAC 兵庫県立大学学術総合情報センター  【 ()】 
弘前大学オンライン全学総合目録 弘前大学附属図書館  【 (弘前大学 学術情報部 学術情報課 資料管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
弘前大学教育・研究者総覧 弘前大学  【 ()】 
弘前大学研究成果検索システム 弘前大学附属図書館  【 (弘前大学学術情報部学術情報課資料管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
広島国際学院大学附属図書館蔵書データベース 広島国際学院大学附属図書館  【森田姓子 (広島国際学院大学附属図書館)】 
広島国際大学図書館 目録データベース 広島国際大学図書館  【 ()】 
広島修道大学図書館蔵書検索 広島修道大学図書館・総合研究所  【 (広島修道大学図書館)】 
広島商船高等専門学校図書館所蔵目録データベース 広島商船高等専門学校 総務課図書係  【久保 京子 (広島商船高等専門学校総務課図書係)】 
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広島女学院大学蔵書目録データベース   【 ()】 
広島大学学位論文論題データベース 広島大学図書館  【学術情報ｼｽﾃﾑ企画主担当 (広島大学図書館学術情報企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
広島大学蔵書目録 広島大学図書館  【学術情報ｼｽﾃﾑ企画主担当 (広島大学図書館学術情報企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
広島文化学園(呉大学・広島文化短期大学)図書館蔵書目録データベース(仮称) 呉大学図書館  【 (呉大学図書館)】 
ヒンディー語文献の書誌情報及び画像データベース 大阪外国語大学附属図書館  【 (大阪外国語大学附属図書館 管理部門)】 
福井県工業技術センター研究員情報 福井県工業技術センター  【情報ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ (福井県工業技術ｾﾝﾀｰ)】 
福井工業大学蔵書目録データベース 福井工業大学図書館  【 ()】 
福井高専図書館蔵書データベース 福井工業高等専門学校学生課情報サービス係  【三上恵子 (福井工業高等専門学校学生課情報ｻｰﾋﾞｽ係)】 
福井大学蔵書目録データベース 福井大学附属図書館  【電子情報係 (福井大学学務部学術情報課)】 
福岡教育大学附属図書館蔵書目録データベース 福岡教育大学附属図書館  【 (福岡教育大学図書館課図書館ｻｰﾋﾞｽ係)】 
福岡工業大学・福岡工業大学短期大学部附属図書館所蔵目録データベース 福岡工業大学・福岡工業大学短期大学部附属図書館  【中山 哲夫 (福岡工業大学附属図書館)】 
福岡女学院大学図書館蔵書目録データベース(OPAC) 福岡女学院大学図書館  【 (福岡女学院大学図書館)】 
福岡女子大学附属図書館蔵書目録(OPAC) 福岡女子大学附属図書館  【 (福岡女子大学附属図書館)】 
福岡大学研究者情報 福岡大学研究推進部  【益満寛明 (福岡大学研究推進部研究振興課)】 
福岡大学図書館総合目録データベース 福岡大学図書館  【長岡 啓司 (福岡大学図書館)】 
複雑系科学に関する情報発信(試験運用中) 京都大学大学院情報学研究科複雑系科学専攻  【複雑系科学専攻:宮崎修次 (京都大学大学院情報学研究

科複雑系科学専攻)】 
福澤諭吉参考文献目録 慶應義塾大学三田メディアセンター  【 ()】 
福島県立医科大学 オンライン閲覧用目録 福島県立医科大学附属学術情報センター  【 ()】 
福島大学研究者総覧データベース 福島大学  【 ()】 
福島大学附属図書館所蔵目録データベース 福島大学附属図書館  【 ()】 
富士常葉大学附属図書館蔵書目録データベース 富士常葉大学附属図書館  【佐野友紀 (富士常葉大学附属図書館)】 
藤原研究室 文献リスト 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 コンピュータ設計学講座(藤原研究室)  【藤原 秀雄 (情報

科学研究科ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ設計学講座)】 
付属図書館データベース 京都外国語大学付属図書館  【 ()】 
佛教大学所蔵目録(仮称) 佛教大学図書館  【徳森 京子 (佛教大学図書館)】 
ブックコンテンツ・データベース 東京大学情報基盤センター  【 (東京大学情報基盤ｾﾝﾀｰ 学術情報ﾘﾃﾗｼｰ掛)】 
古典籍総合目録データベース 国文学研究資料館  【事業課 学術情報係 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
文京学院大学・短期大学本郷図書館所蔵目録(仮称) 文京学院大学・短期大学本郷図書館  【 ()】 
文京学院大学紀要掲載論文データベース(仮称) 文京学院大学 ふじみ野図書館  【大橋良司 (文京学院大学 ふじみ野図書館)】 
文京学院大学ふじみ野図書館所蔵目録(仮称) 文京学院大学ふじみ野図書館  【大橋 良司 (文京学院大学ふじみ野図書館)】 
文教大学 越谷図書館所蔵情報データベース 文教大学 越谷図書館  【 (文教大学 越谷図書館)】 
文教大学 湘南図書館所蔵情報データベース 文教大学 湘南図書館  【 (文教大学 湘南図書館)】 
聞蔵 II ビジュアル・フォーライブラリー 朝日新聞社  【 ()】 
文献情報データベース 国立女性教育会館  【 (国立女性教育会館女性教育情報ｾﾝﾀｰ)】 
平安女学院大学情報メディアセンター(高槻キャンパス)蔵書目録データベース(仮
称) 

平安女学院大学情報メディアセンター課  【 ()】 

平安人物志短冊帖 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
平安人物志 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
平成国際大学附属図書館蔵書目録データベース(仮称) 平成国際大学附属図書館  【中里 芳隆 (平成国際大学附属図書館)】 
別置ロシア語目録 東洋文庫 図書部 洋書目録係  【 ()】 
別府大学附属図書館蔵書目録 別府大学附属図書館  【事務長 吉岡 義信 (別府大学附属図書館)】 
ペルシア語文献の書誌情報及び画像データベース 大阪外国語大学附属図書館  【 (大阪外国語大学附属図書館 管理部門 )】 
ベンガル語文献の書誌情報及び画像データベース 大阪外国語大学附属図書館  【 (大阪外国語大学附属図書館 管理部門 )】 
法政大学学術研究データベース 法政大学研究開発センター  【藤野 吉成 (法政大学研究開発ｾﾝﾀｰ)】 
法政大学図書館目録データベース 法政大学図書館  【山口智子 (法政大学図書館)】 
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放送大学授業番組データベース メディア教育開発センター  【 (ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ普及促進部教育情報課情報ｼｽﾃﾑ部門)】 
放送大学附属図書館所蔵目録 放送大学学園学習センター部図書課 (1985 - 2004.3.31)  【佐藤 啓威 (放送大学学園教務部図書情報課)】 
法律図書館連絡会加盟館一覧 富山大学経済学部資料室  【谷川 裕子  (富山大学経済学部資料室)】 
北星学園大学図書館目録データベース 北星学園大学図書館  【宮川淳子 (北星学園大学図書館)】 
北陸先端科学技術大学院大学学位論文データベース 北陸先端科学技術大学院大学附属図書館  【学術管理係 (北陸先端科学技術大学院大学学術情報ｻｰﾋﾞｽ

室)】 
北陸先端科学技術大学院大学附属図書館所蔵目録データベース 北陸先端科学技術大学院大学附属図書館  【学術ｻｰﾋﾞｽ係 (北陸先端科学技術大学院大学学術情報ｻｰﾋﾞｽ

室)】 
北陸大学ライブラリーセンター蔵書目録データベース 北陸大学ライブラリーセンター  【徳野 恵子 (北陸大学ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｾﾝﾀｰ)】 
母子保健・医療情報データベース 分担・主任研究者 山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座教授 山縣然太朗  【山縣 然太朗 

(山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座)】 
星薬科大学図書館蔵書目録データベース(仮称) 星薬科大学図書館  【柴田 憲子 (星薬科大学図書館)】 
星稜女子短期大学図書館蔵書目録データベース 星稜女子短期大学図書館  【 ()】 
北海学園大学図書館データベース(仮称) 北海学園大学図書館  【北海学園大学図書館 (北海学園大学)】 
北海道医療大学総合図書館蔵書データベース 北海道医療大学総合図書館  【宮崎 隆志 (北海道医療大学学術情報ｾﾝﾀｰ学術情報課)】 
北海道教育大学附属図書館所蔵目録(仮称) 北海道教育大学附属図書館  【整理係 (北海道教育大学附属図書館)】 
北海道工業大学図書館所蔵目録(仮称) 北海道工業大学図書課  【川本 隆 (北海道工業大学 図書館)】 
北海道大学蔵書データベース   【杉田茂樹 (北海道大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ課)】 
北海道東海大学付属図書館所蔵資料データベース(仮称) 北海道東海大学付属図書館 中央図書館  【工藤 朱美 (北海道東海大学付属図書館中央図書館)】 
北海道東海大学付属図書館松前記念図書館所蔵資料データベース(仮称) 北海道東海大学付属図書館松前記念図書館  【栗山 芳光 (北海道東海大学付属図書館松前記念図書館)】 
北海道文教大学鶴岡記念図書館蔵書目録データベース 北海道文教大学鶴岡記念図書館  【 ()】 
北海道武蔵女子短期大学蔵書目録データベース 北海道武蔵女子短期大学附属図書館  【 ()】 
マイクロ資料・和古書目録データベース 国文学研究資料館  【事業課 学術情報係 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
舞鶴工業高等専門学校蔵書目録データベース 舞鶴工業高等専門学校図書館  【 ()】 
松本歯科大学図書館蔵書・書誌データベース 松本歯科大学図書館  【吉江 吉夫 (松本歯科大学図書館)】 
松本大学図書館所蔵資料検索システム 松本大学図書館  【 ()】 
松山東雲女子大学・松山東雲短期大学図書館所蔵目録データベース 松山東雲女子大学・松山東雲短期大学図書館  【 (松山東雲女子大学･松山東雲短期大学 図書館 )】 
松山大学図書館情報システム 松山大学図書館  【石丸 良彦 (松山大学図書館情報管理課)】 
三重県立看護大学附属図書館蔵書目録データベース(仮称) 三重県立看護大学附属図書館  【 ()】 
三重中京大学図書館蔵書目録データベース 三重中京大学図書館  【 ()】 
南谷・中村研究室 発表論文 東京大学先端科学技術研究センター 情報物理システム分野  【今井 雅 (東京大学先端科学技術研究ｾﾝﾀｰ 

情報物理ｼｽﾃﾑ分野)】 
南山大学書誌・所蔵データベース 南山大学図書館  【 ()】 
宮城学院女子大学図書館蔵書データベース 宮城学院女子大学図書館  【 ()】 
宮城教育大学環境研データベース 宮城教育大学教育学部附属環境教育実践研究センター  【目々澤紀子 (宮城教育大学環境教育実践研究ｾ

ﾝﾀｰ)】 
都城工業高等専門学校図書館所蔵目録データベース(仮称) 都城工業高等専門学校庶務課図書係  【庶務課図書係 (都城工業高等専門学校)】 
宮崎大学所蔵図書・雑誌目録データベース 宮崎大学附属図書館  【 (宮崎大学学術研究協力部情報図書課情報管理係)】 
明星大学青梅校図書館所蔵目録 明星大学青梅校図書館  【 (明星大学青梅校図書館)】 
明星大学図書館所蔵目録 明星大学図書館  【 (明星大学 図書館)】 
民間等との共同研究一覧、研究シーズ集、教員特許出願データ 産官学連携・知的財産センター  【 (東京農工大学 産官学連携･知的財産ｾﾝﾀｰ)】 
武庫川女子大学附属図書館所蔵目録データベース 武庫川女子大学附属図書館  【 (武庫川女子大学附属図書館)】 
武蔵野大学図書館蔵書目録 武蔵野大学図書館  【武蔵野大学図書館 (武蔵野大学図書館)】 
武蔵野美術大学美術資料図書館蔵書目録 武蔵野美術大学美術資料図書館  【本庄 美千代 (武蔵野美術大学美術資料図書館)】 
室蘭工業大学附属図書館蔵書検索 OPAC 室蘭工業大学附属図書館  【 (室蘭工業大学図書課学術情報係)】 
名桜大学附属図書館所蔵資料目録(opac) 名桜大学附属図書館  【山田 義孝 (名桜大学附属図書館)】 
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明治以降外国語教科書データベース 外国語教科書データベース作成委員会  【江利川 春雄 (外国語教科書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会)】 
明治学院大学図書館所蔵書誌情報データベース 明治学院大学図書館  【電子情報係 (明治学院大学図書館)】 
明治大学シラバスデータベース(理工学部、政経学部、文学部) 明治大学 教務事務部教務課  【 ()】 
明治薬科大学 シラバスデータベース 明治薬科大学 学生支援グループ  【大箸 良夫 (明治薬科大学 学生支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
<名大システム>古典籍内容記述的データベース 名古屋大学附属図書館  【 ()】 
メタファ関連文献データベース 小野 滋  【 (首都大学東京都市教養学部心理学演習室 )】 
メディア教育開発センター所蔵図書目録 メディア教育開発センター  【 (ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ普及促進部研究協力課図書部門)】 
メディア教育実践情報データベース メディア教育開発センター  【 (ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ普及促進部教育情報課情報ｼｽﾃﾑ部門)】 
メディア教材データベース メディア教育開発センター  【 (ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ普及促進部教育情報課情報ｼｽﾃﾑ部門)】 
目録データベース 琉球大学附属図書館  【情報管理課目録管理係 (琉球大学附属図書館)】 
桃山学院大学附属図書館蔵書目録データベース 桃山学院大学附属図書館  【利用ｻｰﾋﾞｽ係 (桃山学院大学附属図書館)】 
盛岡大学図書館蔵書目録データベース 盛岡大学図書館  【 ()】 
森文庫画像データベース 大阪市立大学学術情報総合センター  【 ()】 
森文庫マイクロフイルム画像データベース 大阪市立大学学術情報総合センター  【 ()】 
山形県立保健医療大学情報検索システム 1、医学中央雑誌Web版:ユサコ株式会社(代理店)ネットワークグループ  【 ()】 
山形大学オンライン蔵書目録 山形大学附属図書館  【日出弘 (山形大学附属図書館)】 
山口県文書館所蔵文書目録データベース 山口県文書館  【 ()】 
山口大学図書館所蔵目録データベース (仮称) 山口大学図書館  【 ()】 
山梨学院総合図書館資料検索システム 山梨学院総合図書館  【 ()】 
山梨県立女子短期大学図書館所蔵目録データベース 山梨県立女子短期大学図書館  【図書館 (山梨県立女子短期大学)】 
山梨大学附属図書館蔵書目録データベース 山梨大学附属図書館  【 (山梨大学附属図書館)】 
山梨英和大学附属図書館蔵書検索(www-OPAC) 山梨英和大学附属図書館  【 ()】 
郵政研究所研究成果 郵政総合研究所  【 (日本郵政公社 経営企画部門 郵政総合研究所 調査分析部)】 
ゆとり都 OPAC : 山形県内大学図書館蔵書の横断検索   【 ()】 
「横須賀市自然・人文博物館刊行物」目次一覧データベース 横須賀市自然・人文博物館HP監修担当者  【 ()】 
横浜国立大学附属図書館書誌所在情報データベース 横浜国立大学附属図書館  【図書館企画係 (横浜国立大学附属図書館)】 
横浜商科大学図書情報データベース(仮称) 横浜商科大学図書館  【海老原 徹 (横浜商科大学図書館)】 
四日市大学情報センター所蔵目録(仮称) 四日市大学情報センター  【松本 和彦 (四日市大学情報ｾﾝﾀｰ)】 
米子工業高等専門学校図書館蔵書目録(仮称) 米子工業高等専門学校図書館  【 (米子工業高等専門学校図書館)】 
米沢女子短期大学附属図書館所蔵図書データベース(仮称) 山形県立米沢女子短期大学附属図書館  【 (山形県立米沢女子短期大学附属図書館)】 
乱流の大規模数値計算データベース 名古屋大学大学院工学研究科計算理工学専攻金田研究室  【石原 卓 (名古屋大学大学院工学研究科 計

算理工学専攻)】 
リサーチ アンド メディア ライブラリー オンライン目録検索(仮称) 図書館(香川校)  【湯浅 大二郎 (徳島文理大学香川校図書館)】 
立教大学図書館学術情報データベース 立教大学図書館  【 (立教大学図書館事務課)】 
立命館大学研究者学術情報データベース 立命館大学人文社会リサーチオフィス  【森 明子 (立命館大学衣笠研究支援ｾﾝﾀｰ)】 
龍谷大学社会科学研究所 統計・調査資料検索システム 龍谷大学社会科学研究所  【 (龍谷大学 社会科学研究所)】 
龍谷大学蔵書検索システム 龍谷大学学術情報センター  【 ()】 
流通経済大学図書館目録データベース 流通経済大学図書館  【 ()】 
ルーテル学院大学図書館 OPAC ルーテル学院大学図書館  【 ()】 
麗澤大学図書館 OPAC 麗澤大学図書館  【虫鹿 敏克 (麗澤大学図書館)】 
霊長類学文献索引データベース 霊長類研究所図書室及び霊長類学文献索引データベース作成委員会  【高井 一恵 (京都大学霊長類研究

所図書室)】 
歴史的空間情報 国際日本文化研究センター 日本都市図データベース作成グループ  【 ()】 
歴博図書目録 国立歴史民俗博物館  【 ()】 
レファレンス事例データベース 九州地区国立大学図書館協議会  【 (熊本大学附属図書館情報管理課電子情報係)】 
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和歌山工業高等専門学校蔵書目録データベース 和歌山工業高等専門学校図書館  【和歌山工業高等専門学校図書館 (和歌山工業高等専門学校学生課図
書係)】 

和歌山大学経済学部刊行紀要データベース 和歌山大学経済学部経済研究所  【 ()】 
和歌山大学経済学部経済研究所 蔵書検索サービス 和歌山大学経済学部経済研究所  【 ()】 
和光大学附属梅根記念図書館所蔵目録データベース 和光大学附属梅根記念図書館  【沢里冬子 (和光大学附属梅根記念図書館)】 
早稲田大学大学史資料センター所蔵資料目録データベース 早稲田大学大学史資料センター  【佐野 厚生 (早稲田大学大学史資料ｾﾝﾀｰ)】 
稚内北星学園大学紀要 稚内北星学園大学紀要編集委員会  【 ()】 
和本の美 福岡大学図書館  【長岡 啓司 (福岡大学図書館)】 
和洋女子大学メディアセンター蔵書目録 和洋女子大学メディアセンター  【 ()】 
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2. 哲学 
データベースの名称 作成者の名称 【問い合わせ先 氏名 （大学・機関名等） 】 

19/20世紀蔵書票コレクションデータベース 19/20 世紀蔵書票コレクションデータベース・ワーキンググループ  【大島 正勝 (京都工芸繊維大学美術工芸
資料館)】 

2001年度版 心身障害学系・教官研究活動データベース 心身障害学系(発行者:中村満紀男、作成者:小畑文也)  【発行者:中村満紀男､作成者:小畑文也 (筑波大学
心身障害学系)】 

Archive for Religions in the Internet 國學院大学日本文化研究所「情報化と宗教に関する研究」プロジェクト  【黒崎 浩行 (國學院大学日本文化研
究所)】 

Asian Iconographic Resources (アジア図像集成) 森雅秀  【 ()】 
Dharmakirti E-text 小野 基  【 ()】 
Japan Review データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
Japanese Journal of Religious Studies 南山宗教文化研究所  【石田 久美子 (南山宗教文化研究所)】 
NBU 総合図書館情報システム (Nippon Bunri University Information 

Control Expert System) 
日本文理大学図書館  【小平 正典 (日本文理大学図書館)】 

インターネット美術館 筑波大学芸術学系  【山中 敏正 (筑波大学芸術学系)】 
愛知教育大学蔵書目録 愛知教育大学附属図書館  【 ()】 
青森明の星短期大学ホームページ 青森明の星短期大学情報処理委員会  【坂本 明裕 (青森明の星短期大学情報処理委員会)】 
亜細亜大学図書館所蔵図書資料目録データベース 亜細亜大学学術情報部学術情報課  【宇田川 裕 (亜細亜大学学術情報部学術情報課)】 
跡見学園女子大学図書館蔵書検索 跡見学園女子大学図書館  【 (跡見学園女子大学図書館)】 
阿南高専図書館蔵書目録データベース 阿南工業高等専門学校  【 ()】 
イスラーム世界がよくわかる Q&A100 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
遺跡の斜面保護データベース 奈良文化財研究所  【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所 埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ 文化財情報研究室)】 
茨城大学蔵書目録データベース 図書館  【 ()】 
異文研図書データベース(仮称) 神田外語大学異文化コミュニケーション研究所  【 (神田外語大学異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究所)】 
癒し・憩い 画像データベース 九州がんセンター医療情報部  【 (九州がんｾﾝﾀｰ医療情報部)】 
岩手大学蔵書データベース 岩手大学情報メディアセンター図書館  【情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ図書館資料管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ (岩手大学)】 
インド学仏教学論文データベース 日本印度学仏教学会  【主事:佐藤厚 (日本印度学仏教学会ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｾﾝﾀｰ)】 
インド聖典データベース 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
江戸後期史学関係総合データベース 図書館  【電子情報係 (茨城大学図書館学術情報課)】 
追手門学院大学附属図書館 OPAC 追手門学院大学附属図書館  【 (追手門学院大学附属図書館司書係 )】 
大型コレクションディレクトリ 東京大学附属図書館  【高杉 泰穂 (東京大学附属図書館)】 
大倉精神文化研究所研究成果データ 財団法人大倉精神文化研究所  【平井 誠二 (財団法人大倉精神文化研究所)】 
大阪女子大学附属図書館所蔵目録データベース 大阪女子大学  【 ()】 
大阪信愛女学院短期大学図書館蔵書目録データベース 大阪信愛女学院短期大学図書館  【濱岡賢二 (大阪信愛女学院短期大学図書館)】 
大阪成蹊大学現代経営情報学部研究紀要(仮称) 大阪成蹊大学現代経営情報学部  【 ()】 
大阪千代田短期大学紀要目次データベース 大阪千代田短期大学図書館  【 ()】 
オスマン古地図 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
小樽商科大学蔵書目録データベース 小樽商科大学附属図書館  【 ()】 
小野秀雄コレクション・かわら版新聞錦絵データベース 東京大学社会情報研究所かわら版・新聞錦絵研究会  【吉見 俊哉 (東京大学 社会情報研究所)】 
音楽学基礎文献データベース 東京芸術大学音楽学部楽理科  【 (東京芸術大学 音楽学部楽理科)】 
ガーダマー邦語二次文献 巻田 悦郎  【巻田 悦郎 (東京理科大学 経営学部)】 
学位論文一覧 新潟大学大学院現代社会文化研究科情報ネットワーク委員会  【岩本篤志 (新潟大学大学院現代社会文化

研究科)】 
楽理科データベース 東京芸術大学音楽学部楽理科  【 (東京芸術大学 音楽学部楽理科)】 
活水学術情報データベース 活水女子大学図書課  【 ()】 
活水論文集目次情報データベース 活水女子大学図書課  【 (図書課)】 
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金沢大学所蔵古写本・版本データベース 金沢大学附属図書館所蔵古写本・版本データベース作成委員会  【橋洋平 (金沢大学附属図書館)】 
金沢文庫図書資料情報検索システム 神奈川県立金沢文庫  【学芸課 (神奈川県立金沢文庫)】 
鎌倉女子大学図書館蔵書目録検索データベース 鎌倉女子大学図書館  【 ()】 
カラー写真(フィルム)検索システム 図書検索システム 東京国立博物館事業部情報課図書・映像サービス室  【 ()】 
関西外国語大学紀要論文データベース 関西外国語大学図書館学術情報センター  【 ()】 
関西学院と聖書   【 ()】 
関東学院大学紀要等データベース(仮称) 関東学院大学  【 ()】 
漢訳データベース ・瑜伽論  漢訳データベース ・婆沙論梵蔵漢対校 

Electric-TEXT 『大乗阿毘達磨集論』、『大乗阿毘達磨雑集論』 
瑜伽行思想研究会  【早島 理 (滋賀医科大学 医学部 教授)】 

北九州市立大学学術情報総合センター(図書館)蔵書目録 北九州市立大学学術情報総合センター(図書館)  【 (北九州市立大学学術情報総合ｾﾝﾀｰ)】 
貴重書画像データベース 古典籍デジタルアーカイブ研究センター  【 ()】 
九州看護福祉大学 学術情報データベース(仮称) 九州看護福祉大学附属図書館  【寺井 直子 (九州看護福祉大学附属図書館)】 
九州工業大学情報工学部紀要データベース 九州工業大学附属図書館情報工学部分館  【 ()】 
九州工業大学附属図書館蔵書目録データベース 九州工業大学附属図書館  【 ()】 
九州大学システム情報科学研究院研究内容紹介 興 雄司(九州大学システム情報科学研究院広報委員)  【 ()】 
九州大学大学院システム情報科学研究院 研究開発シーズ集 興 雄司(九州大学システム情報)、九州大学大学院システム情報科学研究院 広報委員会  【 ()】 
共愛学園前橋国際大学図書館図書目録データベース   【 ()】 
共愛学園前橋国際大学論集データベース(仮称) 共愛学園前橋国際大学図書館  【 ()】 
教育学系博士・修士学位論文データベース 国立教育政策研究所  【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
教育情報データベース 国立教育政策研究所  【 ()】 
教育資料館「大和のうた」録音資料音声情報データベース 奈良教育大学教育資料データベース作成グループ  【 ()】 
紀要『現代社会文化研究』データベース(仮称) 新潟大学大学院現代社会文化研究科情報ネットワーク委員会  【岩本 篤志 (新潟大学大学院現代社会文化

研究科)】 
京都学園大学図書館蔵書目録データベース 京都学園大学図書館  【大橋勝司 (京都学園大学図書館)】 
共立女子大学総合文化研究所紀要目次 共立女子大学総合文化研究所  【小林万洋 (共立女子大学総合文化研究所)】 
杏林大学図書館オンライン所蔵目録 杏林大学図書館  【児玉 閲 (杏林大学図書館)】 
近現代中東人名辞典 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
近現代美術展覧会情報データベース 東京文化財研究所 企画情報部  【 ()】 
近世儒学データベース 土田健次郎  【土田健次郎 (早稲田大学文学部)】 
釧路工業高等専門学校 紀要論文データベース 釧路工業高等専門学校 庶務課 情報資料係  【 ()】 
熊本学園大学紀要目次データベース 熊本学園大学図書館  【 ()】 
熊本学園大学図書館蔵書目録データベース 熊本学園大学図書館  【目録係 (熊本学園大学図書館)】 
倉敷市立短期大学研究情報(仮称) 倉敷市立短期大学及び個人  【永田 桂輔 (倉敷市立短期大学)】 
群馬大学総合情報メディアセンター図書館所蔵貴重資料画像データベース 群馬大学総合情報メディアセンター図書館  【土師 守 (群馬大学総合情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ図書館)】 
研究業績システム 教育・研究支援事務室  【 ()】 
現代に生きる四国遍路道 道空間研究所(早稲田大学文学部)  【 ()】 
甲南女子大学目録データベース 甲南女子大学図書館及びメディアセンター  【 (甲南女子大学図書館)】 
神戸松蔭女子学院大学図書館 OPAC 神戸松蔭女子学院大学図書館  【福田由紀子 (神戸松蔭女子学院大学図書館)】 
神戸松蔭女子学院大学博士論文一覧 神戸松蔭女子学院大学図書館  【 ()】 
高野山大学所蔵図書データベース 高野山大学図書館  【浦 芳誠 (高野山大学図書館)】 
国内人文系研究機関WWWページリスト 後藤斉  【後藤斉 (東北大学大学院文学研究科)】 
子どもの心を理解するための絵本のデータベース 佐々木宏子・鳴門教育大学附属図書館 児童図書室制作  【佐々木宏子 (鳴門教育大学学校教育学部幼年

発達支援講座)】 
小松短期大学図書館蔵書データベース 小松短期大学図書館  【杉本 三津江 (小松短期大学図書館)】 
埼玉学園大学・川口短期大学情報メディアセンター蔵書目録(OPAC) 埼玉学園大学情報メディアセンター  【 ()】 
埼玉学園大学紀要 埼玉学園大学紀要委員会  【 ()】 
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埼玉県立大学情報センター所蔵目録データベース(仮称) 埼玉県立大学情報センター  【情報ｾﾝﾀｰ (埼玉県立大学)】 
阪本精神病理学研究所蔵書データベース(仮称) 財団法人阪本精神病理学研究所  【 ()】 
札幌学院大学図書館蔵書目録 札幌学院大学図書館  【札幌学院大学図書課図書係 (札幌学院大学)】 
サンスクリット仏教文学研究史データベース 岡野 潔  【岡野 潔 (九州大学人文科学 研究院)】 
社会学文献情報データベース 日本社会学データベース委員会  【 ()】 
社会学文献情報データベース 日本社会学会データベース委員会  【田中 重人 (東北大学文学部 日本語教育学研究室)】 
社会福祉文献情報データベース 大阪府立大学人間社会学部  【 ()】 
宗教民俗学資料データベース 田島照久  【田島照久 (早稲田大学文学部)】 
就実大学・就実短期大学 図書館蔵書目録 就実大学・就実短期大学 図書館  【岡崎 倫子 (就実大学図書館)】 
淑徳大学附属図書館所蔵目録データベース 淑徳大学附属図書館千葉図書館  【閲覧係ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ担当 (淑徳大学附属図書館千葉図書館)】 
生涯学習情報サービス・データベース(仮称) 宮崎女子短期大学 生涯学習推進委員会  【日高英幸 (宮崎女子短期大学)】 
上智短期大学紀要データベース(仮称) 上智短期大学教授会  【 ()】 
上智大学紀要データベース 上智大学図書館  【 ()】 
上武大学附属図書館 OPAC資料検索 上武大学附属図書館及び分館  【岡村 哲朗 (上武大学附属図書館)】 
情報学研究   【総務･教務掛 (京都大学大学院情報学研究科)】 
所蔵写真検索システム 奈良国立博物館  【 ()】 
真福寺仏画導場(文献目録) 真福寺仏画導場代表中村凉應  【 ()】 
人文学部紀要・政経学会雑誌目次一覧 茨城大学 人文学部 人文図書室  【 ()】 
「心理学関連教材・資料」 木村 裕,飯田成敏,長野祐一郎,藤沢弘美子  【 ()】 
水産大学校図書館蔵書検索システム(OPAC) 企画情報部 図書課  【 ()】 
鈴鹿国際大学・大学院教員研究論文データベース(仮称) 一色 将行  【一色 将行 (鈴鹿国際大学)】 
駿河台大学所蔵目録データベース 駿河台大学メディアセンター  【 ()】 
聖路加看護大学図書館 聖路加看護大学  【 (聖路加看護大学図書館)】 
聖隷クリストファー大学図書館所蔵目録データベース 聖隷クリストファー大学図書館  【 (聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学図書館)】 
禅学総合資料庫ー電子達磨#2 花園大学国際禅学研究所  【 ()】 
先端総合学術研究科データベース 立命館大学先端総合学術研究科  【 ()】 
前方後円墳データベース 総合情報学部 小沢一雅  【小沢一雅 (大阪電気通信大学総合情報学部)】 
蔵書目録データベース 県立長崎シーボルト大学附属図書館  【 ()】 
「体育・スポーツ哲学研究」目次検索システム(仮称) 日本体育・スポーツ哲学会  【畑 孝幸 (長崎大学教育学部)】 
大学・教育学部ウェブサイトデータベース 早稲田大学文学部教育学教育作業部会  【沖 清豪 (早稲田大学文学部)】 
大正新脩大藏經テキストデータベース 大蔵経テキストデータベース研究会  【 ()】 
高岡高商蔵書(洋書)目録データベース 富山大学経済学部資料室  【谷川 裕子  (富山大学経済学部資料室 )】 
高岡高商蔵書(和書)目録データベース 富山大学経済学部資料室  【谷川 裕子  (富山大学経済学部資料室 )】 
陳暘樂書研究データベース 児玉 憲明  【児玉憲明 ()】 
逐次刊行物目録 佛教大学図書館浄土宗文献室  【徳森 京子 (佛教大学図書館浄土宗文献室)】 
千葉大学ヘーゲル・データベース 千葉大学・加藤尚武(現取鳥環境大学学長)  【石川 伊織 (県立新潟女子短期大学)】 
中期インド・アリアン語文献のデータベース(仮称) 仙台電波工業高等専門学校 逢坂雄美 山崎守一  【逢坂 雄美,山崎守一 (仙台電波工業高等専門学校)】 
デジタルジャーナル 東海大学福岡短期大学 メディア情報センター  【 ()】 
帝塚山大学図書館・蔵書目録データベース(仮称) 帝塚山大学図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽ係  (帝塚山大学図書館本館 )】 
天使大学図書館蔵書目録データベース 天使大学図書館  【 ()】 
電子版自然真営道   【 ()】 
伝統芸能関係三雑誌所載文献データベース 東京文化財研究所 企画情報部  【 (東京文化財研究所 企画情報部)】 
伝統芸能関係図書データベース 東京文化財研究所 企画情報部  【 ()】 
展覧会カタログ所載古美術文献データベース 東京文化財研究所 企画情報部  【 (東京文化財研究所 企画情報部)】 
当館所蔵の蔵書目録(仮称) 福岡県立大学附属図書館  【 ()】 
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東京家政学院大学蔵書目録データベース(仮称) 東京家政学院大学附属図書館  【野口 豊隆 (東京家政学院大学附属図書館)】 
東京家政大学図書館蔵書検索データベース(仮称) 東京家政大学図書館  【 (東京家政大学図書館)】 
[東京芸術大学音楽学部] 音楽研究センター資料案内 [東京芸術大学音楽学部] 音楽研究センター  【関根 和江 (東京芸術大学音楽研究ｾﾝﾀｰ)】 
東京国立博物館カラー写真資料データベース 東京国立博物館事業部情報課図書・映像サービス室  【事業部情報課図書･映像ｻｰﾋﾞｽ室 (東京国立博物

館)】 
東寺文書悉皆目録及び花押画像データベース 東寺文書データベース作成委員会  【富田 正弘 (富山大学 人文学部)】 
道都大学図書データベース 道都大学附属図書情報館  【 (道都大学附属図書情報館図書課)】 
東洋学文献類目データベース 京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究センター  【村田康彦 (京都大学人文科学研究所附属漢字情報

研究ｾﾝﾀｰ)】 
土偶データベース 「土偶とその情報」研究会  【 ()】 
図書館所蔵目録 鈴鹿国際大学附属図書館  【 (鈴鹿国際大学附属図書館)】 
図書検索システム 東京国立博物館事業部情報課図書・映像サービス室  【図書･映像ｻｰﾋﾞｽ室 (東京国立博物館)】 
豊田工業高等専門学校図書館蔵書目録検索データベース 豊田工業高等専門学校庶務課図書係  【 ()】 
名古屋大学学術機関リポジトリ 名古屋大学附属図書館  【 ()】 
名古屋大学学術ナレッジ・ファクトリー 名古屋大学附属図書館  【 ()】 
奈良教育大学学術情報研究センター教育資料館所蔵資料画像情報データベース 奈良教育大学教育資料データベース作成グループ  【 ()】 
南山短期大学図書館書誌所蔵データベース 南山短期大学図書館  【熊田美津子 (南山短期大学)】 
錦絵観音霊験記の世界 国際日本文化研究センター基礎領域研究「寺院参詣資料の研究」  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 

(国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
日文研フォーラムデータベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
日本研究データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
日本語指示詞研究文献一覧 金水 敏  【金水 敏 (大阪大学大学院文学研究科)】 
日本思想史関係研究文献要目 東北大学文学部日本思想史研究室  【本村 昌文 (日本思想史研究室)】 
日本大学経済学部図書館蔵書目録データベース 日本大学経済学部図書館  【経済学部図書館課 (日本大学経済学部図書館)】 
日本におけるフランス 16世紀研究 広島大学総合科学部 平手友彦  【平手友彦 (広島大学総合科学部)】 
日本美術シソーラスデータベース絵画編(試験運用版) 筑波大学日本美術シソーラスデータベース作成委員会  【五十殿利治 (筑波大学芸術学系)】 
人間科学研究 北見工業大学附属図書館  【 (北見工業大学付属図書館)】 
パーリ語韻文シソーラス 橋本 哲夫  【橋本 哲夫 (種智院大学)】 
浜松大学附属図書館蔵書目録 OPAC 浜松大学附属図書館  【 ()】 
比治山大学図書館蔵書目録データベース 比治山大学図書館  【 ()】 
美術関係図書データベース 東京文化財研究所 企画情報部  【 ()】 
一橋大学附属図書館所蔵資料データベース 一橋大学附属図書館  【 (一橋大学附属図書館 情報推進課図書館ｼｽﾃﾑ主担当)】 
百部叢書集成 奈良女子大学附属図書館  【 ()】 
兵庫教育大学修士論文概要データベース 兵庫教育大学学校教育研究センター  【古川雅文 (兵庫教育大学学校教育研究ｾﾝﾀｰ)】 
兵庫教育大学附属図書館教育実践資料データベース 兵庫教育大学教育研究支援部学術情報課  【 ()】 
広岡キミヱ文庫目録 大阪千代田短期大学図書館  【 ()】 
ヒンドゥーの神々の図像様相 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
フェリス女学院大学附属図書館蔵書検索システム フェリス女学院大学附属図書館  【 ()】 
福井工業大学蔵書目録データベース 福井工業大学図書館  【 ()】 
藤女子大学図書館データベース 藤女子大学図書館  【図書課長 (藤女子大学図書館)】 
付属図書館データベース 京都外国語大学付属図書館  【 ()】 
仏教東漸～大谷探検隊収集資料 古典籍デジタルアーカイブ研究センター  【 ()】 
仏教文化研究所調査寺院収蔵資料データベース 仏教文化研究所  【 ()】 
フッサール・データベースについて   【 ()】 
文学部論叢 熊本大学文学会  【 (熊本大学附属図書館 情報管理課電子情報係)】 
松本大学図書館所蔵資料検索システム 松本大学図書館  【 ()】 
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都年中行事画帖 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
宮崎学園図書館所蔵資料データベース 宮崎国際大学、宮崎女子短期大学  【小橋智子 (宮崎学園図書館)】 
宮座研究論文 国立歴史民俗博物館 研究部 民俗研究系  【 ()】 
明星大学青梅校図書館所蔵目録 明星大学青梅校図書館  【 (明星大学青梅校図書館)】 
村崎凡人記念図書館オンライン目録検索(仮称) 図書館(徳島校)  【牧尾 裕 (徳島文理大学徳島校)】 
メタファ関連文献データベース 小野 滋  【 (首都大学東京都市教養学部心理学演習室 )】 
目録データベース(仮称) 神戸学院大学図書館  【木村裕之 (神戸学院大学図書館)】 
夜間主コース図書室所蔵図書データベース 富山大学経済学部資料室  【谷川 裕子  (富山大学経済学部資料室 )】 
山形大学所蔵「高橋文庫」目録データベース 山形大学附属図書館  【日出弘 (山形大学附属図書館)】 
山梨県立女子短期大学図書館所蔵目録データベース 山梨県立女子短期大学図書館  【図書館 (山梨県立女子短期大学)】 
ラフカディオ・ハーン コレクションデータベース 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
リサーチ アンド メディア ライブラリー オンライン目録検索(仮称) 図書館(香川校)  【湯浅 大二郎 (徳島文理大学香川校図書館)】 
立正大学蔵書目録 立正大学情報メディアセンター 学術情報サービス課  【水上 裕子 (立正大学情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 大崎学術情

報ｻｰﾋﾞｽ課)】 
龍谷大学蔵書検索システム 龍谷大学学術情報センター  【 ()】 
歴史絵引データベース 東京大学史料編纂所附属 画像史料解析センター  【黒田 日出男 (東京大学史料編纂所 附属画像史料解

析ｾﾝﾀｰ)】 
和光大学附属梅根記念図書館所蔵目録データベース 和光大学附属梅根記念図書館  【沢里冬子 (和光大学附属梅根記念図書館)】 
早稲田大学アルフレッド・シュッツ文庫データベース 早稲田大学那須研究室内早稲田大学シュッツ文庫  【那須 壽 (早稲田大学)】 
早稲田大学アルフレッド・シュッツ文庫データベース 早稲田大学那須研究室内早稲田大学シュッツ文庫  【那須 壽 (早稲田大学)】 
早稲田大学図書館蔵中国刊行モンゴル文文献目録 早稲田大学モンゴル研究所  【吉田 順一 (早稲田大学 文学部)】 
ヘルン文庫「和装本画像データベース」   【 ()】 
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3. 歴史 
データベースの名称 作成者の名称 【問い合わせ先 氏名 （大学・機関名等） 】 

Archaeologically Excavated Japanese Gardens 奈良文化財研究所  【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ文化財情報研究室)】 
Database of Journals in Regional Geography and Agricultural Geography 仁平 尊明  【 ()】 
e-レファレンスツール 日外アソシエーツ  【 ()】 
GHQ/SCAP文書データベース 立命館大学人文科学研究所 GHQ/SCAP文書研究会  【伊藤 光春 (立命館大学衣笠研究支援ｾﾝﾀｰ)】 
High-definition Image Database of Old Photographs of Japan   【 ()】 
Japanese Old Photographs in Bakumatsu-Meiji Period   【 ()】 
Kyoto in the world ～世界の国々で書かれた京都～ 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
NOAA植生指標データ 国土交通省国土地理院  【 (国土地理院 地理調査部 環境地理課)】 
STUDY-RS MLキーワード検索 STUDY-RS ML参加者  【森山 雅雄 (長崎大学工学部情報ｼｽﾃﾑ工学科)】 
愛知教育大学蔵書目録 愛知教育大学附属図書館  【 ()】 
アイヌ民族の文化ー土佐林コレクションの世界一 早稲田大学會津八一記念博物館  【 (早稲田大学會津八一記念博物館)】 
明石工業高等専門学校蔵書目録データベース 明石工業高等専門学校 図書係  【図書係長 (明石工業高等専門学校図書館)】 
浅田家文書目録検索 浅田家文書研究会  【 (東京大学大学院経済学研究科･経済学部図書館図書運用掛)】 
アジア地域情報総合検索サイト 東洋大学アジア文化研究所アジア地域研究センター  【 ()】 
アジア歴史文化マルチメディア・データベース 文学部情報化検討委員会 柳澤作業部会  【柳澤 明 (早稲田大学 文学部)】 
吾妻鏡データベース 国文学研究資料館  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ総合受付 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
跡見学園女子大学図書館蔵書検索 跡見学園女子大学図書館  【 (跡見学園女子大学図書館)】 
阿南高専図書館蔵書目録データベース 阿南工業高等専門学校  【 ()】 
有光家文書画像データベース 山口県文書館  【 ()】 
池田家文庫絵図データベース(池田家文庫絵図類総覧) 岡山大学附属図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽ課電子情報係 (岡山大学附属図書館)】 
石川一郎文書目録 武田晴人(経済学部教授)  【 (東京大学大学院経済学研究科･経済学部図書館図書運用掛)】 
石川県白山自然保護センター研究報告総目次(仮称) 石川県白山自然保護センター  【野上 達也 (石川県白山自然保護ｾﾝﾀｰ)】 
意匠文化データベース 意匠文化データベース作成委員会  【 ()】 
伊豆韮山江川家文書データベース 国文学研究資料館史料館  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ総合受付 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
伊波普猷文庫画像データベース 琉球大学 附属図書館  【情報管理課目録管理係 (琉球大学附属図書館)】 
茨城大学蔵書目録データベース 図書館  【 ()】 
異文研図書データベース(仮称) 神田外語大学異文化コミュニケーション研究所  【 (神田外語大学異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究所)】 
入来院家文書   【 ()】 
インド学仏教学論文データベース 日本印度学仏教学会  【主事:佐藤厚 (日本印度学仏教学会ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｾﾝﾀｰ)】 
インド大縮尺地図データベース 広島大学総合地誌研究資料センター  【岡橋 秀典 (広島大学総合地誌研究資料ｾﾝﾀｰ)】 
ウォッちず地図閲覧サービス 国土交通省国土地理院  【 ()】 
宇宙航空文献検索システム (Aerospace Information Reference system 

External version) 
宇宙航空研究開発機構  【 ()】 

売立目録データベース 東京文化財研究所 企画情報部  【 ()】 
永青文庫「細川家旧記・古文書分類目録正編」 熊本大学附属図書館  【 ()】 
江戸後期史学関係総合データベース 図書館  【電子情報係 (茨城大学図書館学術情報課)】 
江戸商人・職人 国立歴史民俗博物館 研究部 歴史研究系  【 ()】 
追手門学院大学附属図書館 OPAC 追手門学院大学附属図書館  【 (追手門学院大学附属図書館司書係 )】 
大型コレクション/Collection of Caravan Maritime Books(キャラバンマリタイム
ブックスコレクション) 

東京海洋大学附属図書館越中島分館学術情報係  【 ()】 

大型コレクションディレクトリ 東京大学附属図書館  【高杉 泰穂 (東京大学附属図書館)】 
大倉精神文化研究所研究成果データ 財団法人大倉精神文化研究所  【平井 誠二 (財団法人大倉精神文化研究所)】 
大阪大谷大学図書館蔵書目録データベース 大阪大谷大学図書館  【 (大阪大谷大学図書館)】 
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大阪商業大学商業史博物館データベース(仮称) 大阪商業大学商業史博物館  【 ()】 
大阪女子大学附属図書館所蔵目録データベース 大阪女子大学  【 ()】 
大阪成蹊大学現代経営情報学部研究紀要(仮称) 大阪成蹊大学現代経営情報学部  【 ()】 
大阪千代田短期大学紀要目次データベース 大阪千代田短期大学図書館  【 ()】 
小笠原諸島に関する人文・社会科学関係文献目録 ダニエル・ロング  【ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾛﾝｸﾞ  (首都大学東京大学院人文科学研究科人間科学専攻日本語教育学教

室 )】 
岡山県民行動圏調査 岡山大学環境理工学部 統計学グループ  【垂水共之 (岡山大学)】 
岡山藩人物情報データベース“諸職交替" 岡山大学附属図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽ課電子情報係 (岡山大学附属図書館)】 
於竹大日如来縁起絵巻 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
小樽商科大学蔵書目録データベース 小樽商科大学附属図書館  【 ()】 
小野秀雄コレクション 東京大学社会情報研究所  【 ()】 
小野秀雄コレクション・かわら版新聞錦絵データベース 東京大学社会情報研究所かわら版・新聞錦絵研究会  【吉見 俊哉 (東京大学 社会情報研究所)】 
オホーツク圏関係資料コレクション 北見工業大学附属図書館  【 (北見工業大学附属図書館)】 
オリジナルホームページ 同志社大学歴史資料館  【若林 邦彦 ()】 
ガーダマー邦語二次文献 巻田 悦郎  【巻田 悦郎 (東京理科大学 経営学部)】 
怪異・妖怪伝承データベース 怪異伝承データベース作成委員会(委員長・小松 和彦)  【情報管理施設 情報課ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本

文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
外国雑誌目録データベース 富山大学経済学部資料室  【田中 寛子  (富山大学経済学部資料室 )】 
外国の政治資料(外交文書等)及び議会資料データベース 京都大学大学院法学研究科附属国際法政文献資料センター  【竹島武郎 (京都大学大学院法学研究科附属

国際法政文献資料ｾﾝﾀｰ)】 
外像データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設情報課ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
花押カードデータベース(平安時代・鎌倉時代) 「花押画像のデータベース構築とその計測処理とに関する基礎的研究」研究グループ  【林 譲 (東京大学史

料編纂所)】 
学位論文一覧 新潟大学大学院現代社会文化研究科情報ネットワーク委員会  【岩本篤志 (新潟大学大学院現代社会文化

研究科)】 
学術データベースサービス 京都大学学術情報メディアセンター  【 ()】 
各都道府県別資料データベース 京都外国語大学付属図書館  【 ()】 
鹿児島工業高等専門学校図書館所蔵目録データベース 鹿児島工業高等専門学校学生課学生支援係  【有薗 俊子 (鹿児島工業高等専門学校 学生課学生支援

係)】 
活水学術情報データベース 活水女子大学図書課  【 ()】 
金沢大学所蔵古写本・版本データベース 金沢大学附属図書館所蔵古写本・版本データベース作成委員会  【橋洋平 (金沢大学附属図書館)】 
金沢文庫図書資料情報検索システム 神奈川県立金沢文庫  【学芸課 (神奈川県立金沢文庫)】 
兼顕卿記 水藤真  【 ()】 
『鎌倉遺文』未収録文書目録データベース 鎌倉遺文研究会  【海老澤 衷  (早稲田大学文学部)】 
カラー写真(フィルム)検索システム 図書検索システム 東京国立博物館事業部情報課図書・映像サービス室  【 ()】 
川合文書データベース   【 ()】 
環境中のトリチウム測定調査データベース 放射線医学総合研究所  【 ()】 
館蔵紀州徳川家伝来楽器 国立歴史民俗博物館 研究部情報資料研究系  【 ()】 
館蔵近世・近代古文書 国立歴史民俗博物館 研究部歴史研究系  【 ()】 
館蔵資料データベース 国立歴史民俗博物館  【 ()】 
館蔵中世古文書 国立歴史民俗博物館田中本調査団・中世研究部門  【 ()】 
館蔵武器武具 国立歴史民俗博物館 研究部情報資料研究系  【 ()】 
漢訳データベース ・瑜伽論  漢訳データベース ・婆沙論梵蔵漢対校 

Electric-TEXT 『大乗阿毘達磨集論』、『大乗阿毘達磨雑集論』 
瑜伽行思想研究会  【早島 理 (滋賀医科大学 医学部 教授)】 

菊池文書データベース   【 ()】 
気候史データベース 富山大学人間発達科学部 田上善夫  【田上 善夫 (富山大学人間発達科学部)】 
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技術/文化の発達史年表 中村彰(秋田大学医学部 社会環境医学講座 医科学情報学分野)  【 ()】 
基準点成果閲覧サービス 国土交通省国土地理院  【地理情報部 情報管理課 測量成果係 (国土地理院)】 
北九州市立大学学術情報総合センター(図書館)蔵書目録 北九州市立大学学術情報総合センター(図書館)  【 (北九州市立大学学術情報総合ｾﾝﾀｰ)】 
貴重原板の文化財画像情報システム 貴重原板の文化財画像情報システム構築委員会  【列品課 丸山士郎 (東京国立博物館)】 
貴重書画像データベース 古典籍デジタルアーカイブ研究センター  【 ()】 
旧高旧領取調帳 塚本学  【 ()】 
九州工業大学情報工学部紀要データベース 九州工業大学附属図書館情報工学部分館  【 ()】 
九州工業大学情報工学部筑豊写真ギャラリー 九州工業大学附属図書館情報工学部分館図書係  【 ()】 
九州工業大学附属図書館蔵書目録データベース 九州工業大学附属図書館  【 ()】 
九州地区劇団占領期 GHQ検閲台本(ダイザー・コレクション) 早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ室  【 (早稲田大学演劇博物館)】 
旧植民地関係資料総合目録 滋賀大学経済経営研究所  【 ()】 
共愛学園前橋国際大学図書館図書目録データベース   【 ()】 
共愛学園前橋国際大学論集データベース(仮称) 共愛学園前橋国際大学図書館  【 ()】 
教育学系博士・修士学位論文データベース 国立教育政策研究所  【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
教育研究論文索引 国立教育政策研究所  【吉岡 亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
教育情報データベース 国立教育政策研究所  【 ()】 
教育用マルチメディア素材(映像)資料集 岐阜大学総合情報メディアセンター情報メディア開発研究部門・カリキュラム開発研究部門  【 ()】 
教科書コレクション画像データベース 教科書コレクション画像データベース化プロジェクト  【学術情報ｼｽﾃﾑ企画主担当 (広島大学図書館学術情報

企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
紀要『現代社会文化研究』データベース(仮称) 新潟大学大学院現代社会文化研究科情報ネットワーク委員会  【岩本 篤志 (新潟大学大学院現代社会文化

研究科)】 
京都学園大学図書館蔵書目録データベース 京都学園大学図書館  【大橋勝司 (京都学園大学図書館)】 
京都大学総合博物館自然史標本データベース 京都大学総合博物館  【角谷 岳彦 (京都大学総合博物館情報発信系)】 
記録史料目録検索データベース 九州大学総合研究博物館 宮崎克則  【 ()】 
近現代美術展覧会情報データベース 東京文化財研究所 企画情報部  【 ()】 
近世大坂三郷・近郊古文書画像データベース 大阪市立大学学術情報総合センター  【 ()】 
近世大坂三郷・近郊古文書画像データベース(横断検索) 大阪市立大学学術情報総合センター  【 ()】 
近世窯業遺跡データベース 国立歴史民俗博物館  【 ()】 
近世窯業関係主要文献目録データベース 国立歴史民俗博物館  【 ()】 
空中写真閲覧サービス 国土交通省国土地理院  【地理情報部 情報管理課 (国土地理院)】 
群馬大学総合情報メディアセンター図書館所蔵貴重資料画像データベース 群馬大学総合情報メディアセンター図書館  【土師 守 (群馬大学総合情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ図書館)】 
慶應義塾写真データベース 慶應義塾大学  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾒﾃﾞｨｱ担当 (慶應義塾大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ本部)】 
慶應義塾図書館史 慶應義塾大学三田メディアセンター  【 ()】 
慶應義塾図書館所蔵ドイツ語雑誌(経済・社会・歴史)解題 矢野久・古賀理恵子・村田優美子  【 ()】 
研究資料検索システム 東京文化財研究所 企画情報部  【 ()】 
研究報告総目次 北海道教育大学大雪山自然教育研究施設  【浅川 哲弥 (北海道教育大学 旭川校)】 
原子力施設付近の環境水トリチウムデータベース(1967年～1980年) 放射線医学総合研究所  【 ()】 
考古学 GISデータベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
神戸松蔭女子学院大学図書館 OPAC 神戸松蔭女子学院大学図書館  【福田由紀子 (神戸松蔭女子学院大学図書館)】 
神戸女子大学古典芸能研究センター公開データベース   【 ()】 
高野山大学所蔵図書データベース 高野山大学図書館  【浦 芳誠 (高野山大学図書館)】 
古記録フルテキストデータベース(Broad Band@SHIPS) 東京大学史料編纂所古記録フルテキストデータベースグループ  【石上英一 (東京大学史料編纂所)】 
国内人文系研究機関WWWページリスト 後藤斉  【後藤斉 (東北大学大学院文学研究科)】 
国立極地研究所 出版物データベース(仮称) 国立極地研究所 情報図書室  【川村順子 (国立極地研究所 情報図書室)】 
国立極地研究所所蔵資料目録及び出版物データベース 国立極地研究所 情報図書室  【 ()】 
国立極地研究所 取扱地図類(仮称) 国立極地研究所 情報図書室  【川村順子 (国立極地研究所 図書室)】 
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国労関係資料目録 東京大学大学院経済学研究科  【 (東京大学大学院経済学研究科･経済学部図書館図書運用掛)】 
古代地方官衙関係遺跡データベース 奈良文化財研究所 埋蔵文化財センター遺跡調査技術研究室  【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所 埋

蔵文化財ｾﾝﾀｰ 文化財情報研究室)】 
古代・中世都市生活史(物価) 国立歴史民俗博物館 研究部 歴史研究系  【 ()】 
古文書目録データベース(史料編纂所歴史情報処理システム-SHIPS-) 東京大学史料編纂所古文書目録データベース作成グループ  【渡邉正男 (東京大学史料編纂所)】 
暦情報データベース 竹下幸一  【竹下幸一 (東京農業大学生物産業学部)】 
在外日本美術データベース 海外日本美術情報データベースプロジェクト  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝ

ﾀｰ)】 
埼玉学園大学・川口短期大学情報メディアセンター蔵書目録(OPAC) 埼玉学園大学情報メディアセンター  【 ()】 
埼玉学園大学紀要 埼玉学園大学紀要委員会  【 ()】 
左経記 国立歴史民俗博物館  【 ()】 
札幌学院大学図書館蔵書目録 札幌学院大学図書館  【札幌学院大学図書課図書係 (札幌学院大学)】 
山槐記 国立歴史民俗博物館  【 ()】 
三康図書館蔵書目録 伝記書編 書名索引 財団法人三康文化研究所附属三康図書館  【 ()】 
三康図書館蔵書目録 歴史書編 書名索引 財団法人三康文化研究所附属三康図書館  【 ()】 
滋賀県立大学研究者情報 滋賀県立大学地域貢献研究推進グループ  【 ()】 
実業史絵画データベース 国文学研究資料館史料館  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ総合受付 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
島根県遺跡データベース 島根大学地域貢献推進協議会・遺跡データベース分科会  【 ()】 
下田歌子データベース 実践女子大学図書館  【 (実践女子大学図書館)】 
就実大学・就実短期大学 図書館蔵書目録 就実大学・就実短期大学 図書館  【岡崎 倫子 (就実大学図書館)】 
収蔵アーカイブズ情報データベース 国文学研究資料館史料館  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ総合受付 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
自由民権運動研究文献目録 国立歴史民俗博物館  【 ()】 
「宗門改帳(しゅうもんあらためちょう)」古文書画像データベース及び「過去帳(かこ
ちょう)」データベース 

江戸時代における人口分析システム構築委員会  【川口 洋 (帝塚山大学経営情報学部)】 

淑徳大学附属図書館所蔵目録データベース 淑徳大学附属図書館千葉図書館  【閲覧係ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ担当 (淑徳大学附属図書館千葉図書館)】 
樹木年輪研究会文献一覧 小林 修  【小林 修 (愛媛大学農学部附属演習林米野々森林研究ｾﾝﾀｰ)】 
荘園関係文献目録データベース 国立歴史民俗博物館  【 ()】 
生涯学習情報サービス・データベース(仮称) 宮崎女子短期大学 生涯学習推進委員会  【日高英幸 (宮崎女子短期大学)】 
城館城下発掘データベース 国立歴史民俗博物館 研究部 考古研究系  【 ()】 
肖像情報データベース 東京大学史料編さん所 画像史料解析センター  【黒田 日出男 (東京大学史料編さん所附属画像史料解析ｾ

ﾝﾀｰ)】 
上智短期大学紀要データベース(仮称) 上智短期大学教授会  【 ()】 
上智大学紀要データベース 上智大学図書館  【 ()】 
上武大学附属図書館 OPAC資料検索 上武大学附属図書館及び分館  【岡村 哲朗 (上武大学附属図書館)】 
縄文人骨 CT画像データベース 京都大学大学院理学研究科動物学教室自然人類学研究室  【 荻原直道  (京都大学大学院理学研究科動

物学教室自然人類学研究室)】 
所蔵写真検索システム 奈良国立博物館  【 ()】 
所蔵史料目録データベース 東京大学史料編さん所図書室  【 (東京大学史料編さん所図書室 史料掛)】 
所蔵データベース「京都」 京都外国語大学付属図書館  【 ()】 
所蔵図書データベース 奈良文化財研究所  【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ文化財情報研究室)】 
ジョン・グッドウィンおよび関連文献目録 山田 園子  【山田園子 (広島大学法学部)】 
資料管理システム 東北歴史博物館  【 ()】 
史料情報共有化データベース 国文学研究資料館史料館  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ総合受付 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
「史料所在情報・検索」システム 国文学研究資料館史料館  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ総合受付 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
史料編纂所所蔵肖像画模本データベース 東大史料編さん所附属画像史料解析センター  【黒田日出男 (東京大学史料編さん所附属画像史料解析ｾﾝ

ﾀｰ)】 
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人文学部紀要・政経学会雑誌目次一覧 茨城大学 人文学部 人文図書室  【 ()】 
新町北別館地点の調査概要 同志社大学歴史資料館  【若林 邦彦 (同志社大学歴史資料館)】 
数値地図 25000(空間データ基盤) 国土交通省国土地理院  【 (国土交通省国土地理院 地理情報部 情報管理課)】 
数値地図等メタデータ データベース 国土交通省国土地理院  【ｸﾘｱﾘﾝｸﾞﾊｳｽ担当 (国土地理院 地理情報部情報普及課)】 
摺物データベース 摺物データベースグループ  【鶴田啓 (東京大学史料編纂所)】 
駿河台大学所蔵目録データベース 駿河台大学メディアセンター  【 ()】 
政策研究大学院大学図書館蔵書検索 政策研究大学院大学図書館  【笠原政宏 (政策研究大学院大学 研究支援課情報ｻｰﾋﾞｽ担当)】 
世界の言語と国際地域研究 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
世界の旅を素敵なものに～旅立つ前に豊富な知識を～ 京都外国語大学付属図書館  【 ()】 
戦後日本政治外交データベース   【 ()】 
全国都道府県市区町村別面積調 国土交通省国土地理院  【調査資料課 (国土交通省国土地理院測図部)】 
全国木簡出土遺跡・報告書データベース 奈良文化財研究所  【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ文化財情報研究室)】 
前方後円墳データベース 総合情報学部 小沢一雅  【小沢一雅 (大阪電気通信大学総合情報学部)】 
蔵書目録データベース 県立長崎シーボルト大学附属図書館  【 ()】 
双方向型錦絵 DB 錦絵 DBグループ  【鶴田 啓 (東京大学史料編纂所)】 
測地・位置天文学 VLBI Mark III型 データベース 国土交通省国土地理院(国際 VLBI事業)  【宇宙測地課 (国土地理院 測地部)】 
大雪山自然教育研究施設研究報告 Online version 北海道教育大学大雪山自然教育研究施設  【浅川 哲弥 (北海道教育大学旭川校)】 
大雪山の自然 北海道教育大学大雪山自然教育研究施設  【浅川 哲弥 (北海道教育大学旭川校)】 
大日本史料索引(史料編纂所歴史情報処理システム-SHIPS-) 東京大学史料編纂所  【厚谷 和雄 (東京大学史料編纂所)】 
大日本史料総合データベース 東京大学史料編纂所  【近藤成一 (東京大学史料編纂所)】 
高岡高商蔵書(洋書)目録データベース 富山大学経済学部資料室  【谷川 裕子  (富山大学経済学部資料室 )】 
高岡高商蔵書(和書)目録データベース 富山大学経済学部資料室  【谷川 裕子  (富山大学経済学部資料室 )】 
高岡高等商業学校関係逐次刊行物記事索引 富山大学経済学部資料室  【 ()】 
高橋文太郎研究 武笠俊一  【武笠 俊一 (三重大学人文科学)】 
拓本文字データベース   【 ()】 
地域情報データベース 岐阜女子大学デジタルミュージアム  【後藤忠彦 (岐阜女子大学 文化情報研究ｾﾝﾀｰ)】 
地球資源情報データベース(GRID-つくば) 国立環境研究所地球環境研究センター内  【勝本 正之 (独立行政法人国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ

観測第 2係)】 
地球地図 国土交通省国土地理院 地球地図国際運営委員会事務局  【地球地図国際運営委員会事務局 (国土地理院 

地理調査部 環境地理課)】 
地中海建築都市文献情報検索システム 熊本大学工学部 伊藤研究室  【伊藤重剛 (熊本大学工学部建築学科)】 
千葉県立博物館情報システム 千葉県教育庁生涯学習部文化財課  【中松 満始 (千葉県立中央博物館)】 
中国絵画所在情報データベース 東京大学 東洋文化研究所附属 東洋学研究情報センター  【 ()】 
(社)中国研究所ホームページ (社)中国研究所  【 ()】 
中国図書目録データベース   【 ()】 
中世記録人名索引(史料編纂所歴史情報処理システムーSHIPS-) 東京大学史料編纂所  【榎原雅治 (東京大学史料編纂所)】 
長期経済統計データベース 一橋大学経済研究所附属社会科学統計情報研究センター  【 (一橋大学経済研究所附属社会科学統計情報

研究ｾﾝﾀｰ)】 
土屋家旧蔵文書目録 武田 晴人(経済学部教授)  【 (東京大学大学院経済学研究科･経済学部図書館図書運用掛)】 
データベースれきはく 国立歴史民俗博物館管理部  【 ()】 
帝塚山大学図書館・蔵書目録データベース(仮称) 帝塚山大学図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽ係  (帝塚山大学図書館本館 )】 
電子国土 国土交通省国土地理院  【 ()】 
(1)展示資料 同志社大学歴史資料館  【若林 邦彦 (同志社大学歴史資料館)】 
電子図書館システムデータベース(仮称) 学習院大学図書館  【電子ﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽ担当､情報ｼｽﾃﾑ管理担当 (学習院大学図書館)】 
伝統芸能関係三雑誌所載文献データベース 東京文化財研究所 企画情報部  【 (東京文化財研究所 企画情報部)】 
伝統芸能関係図書データベース 東京文化財研究所 企画情報部  【 ()】 
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天文日記 水藤真  【 ()】 
展覧会カタログ所載古美術文献データベース 東京文化財研究所 企画情報部  【 (東京文化財研究所 企画情報部)】 
当館所蔵の蔵書目録(仮称) 福岡県立大学附属図書館  【 ()】 
東京大学史料編纂所データベース   【 ()】 
東京大学総合研究博物館データベース   【鵜坂 智則 (東京大学総合研究博物館)】 
東京学芸大学音楽教育学データベース 筒石 賢昭  【筒石 賢昭 (東京学芸大学音楽学科 )】 
東京家政学院大学蔵書目録データベース(仮称) 東京家政学院大学附属図書館  【野口 豊隆 (東京家政学院大学附属図書館)】 
東京国立近代美術館所蔵作品データベース 東京国立近代美術館 企画課情報・資料係  【水谷 長志 (東京国立近代美術館 企画課情報･資料係)】 
東京国立博物館カラー写真資料データベース 東京国立博物館事業部情報課図書・映像サービス室  【事業部情報課図書･映像ｻｰﾋﾞｽ室 (東京国立博物

館)】 
東京大学愛知演習林量水観測結果報告 東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林愛知演習林  【芝野 博文 (東京大学)】 
東京大学学誌財グローバルベース 東京大学総合研究博物館  【藤尾 直史 (東京大学総合研究博物館小石川分館)】 
東京大学経済学部所蔵特別資料戦時海運関係資料目録 武田 晴人(経済学部教授)  【 (東京大学大学院経済学研究科･経済学部図書館図書運用掛)】 
東京大学経済学部所蔵特別資料濱田徳海資料目録 武田 晴人(経済学部教授)  【 (東京大学大学院経済学研究科･経済学部図書館図書運用掛)】 
統合メッシュデータ(仮称) 垂水共之  【垂水共之 (岡山大学)】 
陶磁器出土遺跡 小野正敏  【 ()】 
同志社大学総合情報センター デジタル・アーカイブ   【上田裕保 (同志社大学総合情報ｾﾝﾀｰ)】 
同志社大学遺跡地理情報システム(GIS) 同志社大学歴史資料館  【若林 邦彦 (同志社大学歴史資料館)】 
東寺文書悉皆目録及び花押画像データベース 東寺文書データベース作成委員会  【富田 正弘 (富山大学 人文学部)】 
東大寺文書目録データベース 国立歴史民俗博物館  【 ()】 
東北大学所蔵資料標本データベース(Tohoku University Museum Collection 

Database) 
東北大学所蔵資料標本データベース作成委員会  【佐々木 理 (東北大学総合学術博物館)】 

東洋学文献類目データベース 京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究センター  【村田康彦 (京都大学人文科学研究所附属漢字情報
研究ｾﾝﾀｰ)】 

土偶データベース 「土偶とその情報」研究会  【 ()】 
徳川林政史研究所所蔵史料データベース 徳川林政史研究所  【 ()】 
徳島県文化・学習情報システム文書館データベース 徳島県立文書館  【情報ｼｽﾃﾑ担当 (徳島県立 21世紀館)】 
図書館所蔵目録 鈴鹿国際大学附属図書館  【 (鈴鹿国際大学附属図書館)】 
図書検索システム 東京国立博物館事業部情報課図書・映像サービス室  【図書･映像ｻｰﾋﾞｽ室 (東京国立博物館)】 
中川家文書   【 ()】 
長崎古地図データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
仲宗根政善言語資料画像情報データベース 琉球大学附属図書館  【 ()】 
仲原善忠文庫画像データベース 琉球大学 附属図書館  【情報管理課目録管理係 (琉球大学附属図書館)】 
名古屋大学学術機関リポジトリ 名古屋大学附属図書館  【 ()】 
名古屋大学学術ナレッジ・ファクトリー 名古屋大学附属図書館  【 ()】 
奈文研WEBデータベース 奈良文化財研究所埋蔵文化財センター 文化財情報研究室  【 ()】 
奈良教育大学学術情報研究センター教育資料館所蔵資往来物データベース 奈良教育大学学術情報研究センター  【 ()】 
奈良教育大学学術情報研究センター教育資料館所蔵女筆手本類データベース 奈良教育大学学術情報研究センター  【 ()】 
奈良教育大学学術情報研究センター図書館貴重書・大型コレクションデータベー
ス 

奈良教育大学学術情報研究センター  【 ()】 

奈良教育大学学術情報研究センター図書館情報提供サービス 奈良教育大学学術情報研究センター  【 ()】 
奈良教育大学附属図書館蔵書目録データベース 奈良教育大学附属図書館  【 ()】 
奈良女子大学画像原文データベース 奈良女子大学附属図書館  【 ()】 
奈良地域関連資料画像データベース 奈良女子大学附属図書館  【 ()】 
南山短期大学図書館書誌所蔵データベース 南山短期大学図書館  【熊田美津子 (南山短期大学)】 
新潟大学貴重資料データベース 新潟大学附属図書館  【 ()】 
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新島遺品庫公開システム   【九鬼 弘一 (同志社大学 同志社社史資料ｾﾝﾀｰ)】 
西村文庫目録 九州大学大学院人文科学研究院 地理学研究室  【 ()】 
日文研フォーラムデータベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
日本の姓の全国順位データベース 城岡, 啓二  【 ()】 
「日本:一つの解明」(「神國日本」)画像データベース   【 ()】 
日本画像データベース 東北大学理学部大気海洋変動観測研究センター  【川村宏 (東北大学大学院理学研究科附属大気海洋変動

観測研究ｾﾝﾀｰ)】 
日本関係欧文図書目録データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
日本思想史関係研究文献要目 東北大学文学部日本思想史研究室  【本村 昌文 (日本思想史研究室)】 
日本荘園データベース 国立歴史民俗博物館  【 ()】 
日本大学経済学部図書館蔵書目録データベース 日本大学経済学部図書館  【経済学部図書館課 (日本大学経済学部図書館)】 
日本におけるフランス 16世紀研究 広島大学総合科学部 平手友彦  【平手友彦 (広島大学総合科学部)】 
日本の山岳標高一覧 国土交通省国土地理院  【調査資料課 (国土地理院測図部)】 
日本のローマ法 吉原 達也  【吉原 達也 (広島大学法学部)】 
日本美術シソーラスデータベース絵画編(試験運用版) 筑波大学日本美術シソーラスデータベース作成委員会  【五十殿利治 (筑波大学芸術学系)】 
日本民俗学文献目録データベース 国立歴史民俗博物館 研究部 民俗研究系  【 ()】 
日本リモートセンシング学会文献データベース 日本リモートセンシング学会 情報委員会  【森山 雅雄 (長崎大学工学部情報ｼｽﾃﾑ工学科)】 
熱収支・水収支観測データベース 筑波大学陸域環境研究センター  【 ()】 
軒瓦データベース 奈良文化財研究所  【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ文化財情報研究室)】 
俳諧関係資料データベース 俳諧関係資料の会(代表 雲英末雄)  【雲英末雄 (早大文学部 雲英研究室)】 
幕末・明治期日本古写真超高精細画像データベース   【 ()】 
幕末・明治期日本古写真データベース 長崎大学附属図書館  【 (長崎大学附属図書館 )】 
八戸工業大学図書館蔵書目録検索データベース 八戸工業大学図書館・情報事務室  【小比類巻 光子 (八戸工業大学 図書館･情報事務室)】 
発掘庭園データベース 奈良文化財研究所  【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ文化財情報研究室)】 
浜松大学附属図書館蔵書目録 OPAC 浜松大学附属図書館  【 ()】 
パリ講和会議資料データベース パリ講和会議資料データベース作成委員会  【 (立命館大学 図書館ｻｰﾋﾞｽ課)】 
比治山大学図書館蔵書目録データベース 比治山大学図書館  【 ()】 
美術関係図書データベース 東京文化財研究所 企画情報部  【 ()】 
羊ヶ丘の気象データ 北海道農業研究センター寒地温暖化研究チーム  【村田 竜一 (北海道農業研究ｾﾝﾀｰ情報広報課)】 
一橋大学附属図書館所蔵資料データベース 一橋大学附属図書館  【 (一橋大学附属図書館 情報推進課図書館ｼｽﾃﾑ主担当)】 
日本中世古文書フルテキストデータベース 日本中世古文書フルテキストデータベース作成グループ  【久留島 典子 (東京大学史料編纂所)】 
びわ湖情報データバンク 滋賀県琵琶湖研究所  【 (滋賀県琵琶湖研究所 情報管理部門)】 
フェリス女学院大学附属図書館蔵書検索システム フェリス女学院大学附属図書館  【 ()】 
福井工業大学蔵書目録データベース 福井工業大学図書館  【 ()】 
藤女子大学図書館データベース 藤女子大学図書館  【図書課長 (藤女子大学図書館)】 
付属図書館データベース 京都外国語大学付属図書館  【 ()】 
仏教文化研究所調査寺院収蔵資料データベース 仏教文化研究所  【 ()】 
古鏡の世界一會津八一コレクション銅鏡データベース 早稲田大学會津八一記念博物館  【 (早稲田大学會津八一記念博物館)】 
古写真データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
古写真データベース 東京大学史料編纂所  【馬場 章 (東京大学史料編纂所)】 
文学部論叢 熊本大学文学会  【 (熊本大学附属図書館 情報管理課電子情報係)】 
文化財科学関係文献目録 日本文化財学会  【 ()】 
兵範記 国立歴史民俗博物館  【 ()】 
編年史料綱文データベース(Broad Band@SHIPS) 東京大学史料編纂所編年史料綱文データベースグループ  【宮崎勝美 (東京大学史料編纂所)】 
報告書抄録データベース 奈良文化財研究所  【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ文化財情報研究室)】 
放射線安全研究成果情報データベース 放射線医学総合研究所  【 ()】 
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墨書土器データベース 奈良文化財研究所  【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ文化財情報研究室)】 
北海道教育大学大雪山自然教育研究施設ホームページ 北海道教育大学大雪山自然教育研究施設  【 ()】 
北海道大学附属図書館北方資料データベース   【 ()】 
真継家文書 名古屋大学文学部文学研究科日本史学研究室  【 ()】 
松本大学図書館所蔵資料検索システム 松本大学図書館  【 ()】 
南アジア文献検索データベース   【 ()】 
宮崎学園図書館所蔵資料データベース 宮崎国際大学、宮崎女子短期大学  【小橋智子 (宮崎学園図書館)】 
宮良家文書画像データベース 琉球大学附属図書館  【情報管理課目録管理係 (琉球大学附属図書館)】 
(2)民俗・民族資料 同志社大学歴史資料館  【若林 邦彦 (同志社大学歴史資料館)】 
民俗誌 上野和男  【 ()】 
武藤文庫 長崎大学附属図書館  【 (長崎大学附属図書館 経済学部分館 )】 
棟札データベース 国立歴史民俗博物館 研究部 歴史研究系  【 ()】 
毛利家文庫絵図・袋入絵図画像データベース 山口県文書館  【 ()】 
毛利家文庫写真画像データベース   【 ()】 
毛利フーフェラントコレクションデータベース 名古屋大学博物館  【 ()】 
目録データベース(仮称) 神戸学院大学図書館  【木村裕之 (神戸学院大学図書館)】 
木簡画像データベース 奈良文化財研究所  【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ文化財情報研究室)】 
木簡データベース 奈良文化財研究所  【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ文化財情報研究室)】 
木簡データベース 奈良文化財研究所  【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ文化財情報研究室)】 
模倣製作埴輪データベース 早稲田大学 會津八一記念博物館  【 (早稲田大学會津八一記念博物館)】 
森修文庫和書目録検索データベース 神戸女子大学図書館  【 ()】 
森戸文庫画像データベース 森戸文庫データベース作成グループ  【学術情報ｼｽﾃﾑ企画主担当 (広島大学図書館学術情報企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
館蔵錦絵 国立歴史民俗博物館 研究部情報資料研究系  【 ()】 
夜間主コース図書室所蔵図書データベース 富山大学経済学部資料室  【谷川 裕子  (富山大学経済学部資料室 )】 
薬師寺典籍文書データベース 奈良文化財研究所  【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ文化財情報研究室)】 
山形大学所蔵「高橋文庫」目録データベース 山形大学附属図書館  【日出弘 (山形大学附属図書館)】 
山口県文化史年表(重要事項)データベース 山口県文書館  【 ()】 
山口県文書館所蔵文書目録データベース 山口県文書館  【 ()】 
山口県ポスター・リーフレット画像データベース   【 ()】 
山梨県立女子短期大学図書館所蔵目録データベース 山梨県立女子短期大学図書館  【図書館 (山梨県立女子短期大学)】 
弥生石器遺跡データベース 国立歴史民俗博物館  【 ()】 
「横須賀市自然・人文博物館刊行物」目次一覧データベース 横須賀市自然・人文博物館HP監修担当者  【 ()】 
横浜国立大学附属図書館画像データベース 社会科学特殊コレクション及び画像データベース作成委員会  【図書館企画係 (横浜国立大学附属図書館)】 
ラフカディオ・ハーン コレクションデータベース 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
リサーチ アンド メディア ライブラリー オンライン目録検索(仮称) 図書館(香川校)  【湯浅 大二郎 (徳島文理大学香川校図書館)】 
立正大学蔵書目録 立正大学情報メディアセンター 学術情報サービス課  【水上 裕子 (立正大学情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 大崎学術情

報ｻｰﾋﾞｽ課)】 
立命館学術情報システム 立命館大学図書館  【鳥井 真木 (立命館大学総合情報ｾﾝﾀｰ衣笠ﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽ課)】 
離島における空間放射線レベルデータベース 放射線医学総合研究所  【 ()】 
リモートセンシング情報検索クラスタ(RSIRC) 長崎大学工学部 情報システム工学科  【 ()】 
龍谷大学蔵書検索システム 龍谷大学学術情報センター  【 ()】 
流体力学文献データベース 日本流体力学会データベース委員会  【久保昇三 (鳥取大学工学部応用数理工学科)】 
歴史絵引データベース 東京大学史料編纂所附属 画像史料解析センター  【黒田 日出男 (東京大学史料編纂所 附属画像史料解

析ｾﾝﾀｰ)】 
歴史人物画像データベース 国文学研究資料館  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ総合受付 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
歴史的空間情報 国際日本文化研究センター 日本都市図データベース作成グループ  【 ()】 
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歴博図書目録 国立歴史民俗博物館  【 ()】 
労働問題文献データベース 法政大学大原社会問題研究所  【若杉 隆志 (法政大学大原社会問題研究所)】 
ロシア政治家エリート Who's Who   【 ()】 
論文・成果集 東北産学官連携センター  【 ()】 
和歌山大学経済学部経済研究所 蔵書検索サービス 和歌山大学経済学部経済研究所  【 ()】 
和雑誌目録 富山大学経済学部資料室  【織田 松美  (富山大学経済学部資料室)】 
早稲田大学會津コレクション 早稲田大学文学部  【大橋一章 (早稲田大学文学部)】 
早稲田大学 會津八一記念博物館収蔵資料データベース 早稲田大学會津八一記念博物館  【 ()】 
早稲田大学會津八一コレクション明器データベース 早稲田大学會津八一記念博物館  【 ()】 
早稲田大学 會津八一の書 データベース検索 早稲田大学 會津八一記念博物館  【 (早稲田大学會津八一記念博物館)】 
早稲田大学 加藤諄手拓収集 日本金石拓本コレクション 早稲田大学 會津八一記念博物館  【 (早稲田大学 會津八一記念博物館)】 
早稲田大学所蔵近代美術データベース 早稲田大学會津八一記念博物館  【 ()】 
早稲田大学シルクロード調査隊 早稲田大学  【岡内三眞 (早稲田大学文学部)】 
早稲田大学蔵古書古文書等解題データベース アジア歴史文化研究所  【深谷克己 (早稲田大学 文学部)】 
早稲田大学蔵古典籍目録データベース(「三条西家懐紙」) 早稲田大学文学部情報化検討委員会・早稲田大学蔵古典籍目録データベース構築作業部会  【兼築信行 

(早稲田大学文学部)】 
早稲田大学蔵古典籍目録データベース(「倭名類聚鈔」) 早稲田大学文学部情報化検討委員会・早稲田大学蔵古典籍目録データベース構学作業部会  【兼築信行 

(早稲田大学文学部)】 
早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ・コレクション 早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ室  【 (早稲田大学演劇博物館)】 
早稲田大学図書館蔵中国刊行モンゴル文文献目録 早稲田大学モンゴル研究所  【吉田 順一 (早稲田大学 文学部)】 
早稲田大学文学部長江流域調査隊 早稲田大学文学部  【工藤元男 (早稲田大学文学部)】 
ヘルン文庫「和装本画像データベース」   【 ()】 
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4. 社会科学 
データベースの名称 作成者の名称 【問い合わせ先 氏名 （大学・機関名等） 】 

?を!にするエネルギー講座 エネルギー技術情報センター  【 ()】 
17-18世紀国際法史・国制史コレクションデータベース 九州大学附属図書館  【 ()】 
2001年度版 心身障害学系・教官研究活動データベース 心身障害学系(発行者:中村満紀男、作成者:小畑文也)  【発行者:中村満紀男､作成者:小畑文也 (筑波大学

心身障害学系)】 
Archive for Religions in the Internet 國學院大学日本文化研究所「情報化と宗教に関する研究」プロジェクト  【黒崎 浩行 (國學院大学日本文化研

究所)】 
AV資料データベース 早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ室  【 (早稲田大学演劇博物館)】 
ECR:電子的授業支援サービス 東京学芸大学附属図書館  【 (東京学芸大学附属図書館)】 
e-KAMO System 慶應義塾大学湘南藤沢メディアセンター  【 ()】 
E-TOPIA : 教育系電子情報ナビゲーションシステム 東京学芸大学附属図書館  【 ()】 
島根大学研究紀要全文データベース 島根大学  【 ()】 
GHQ/SCAP文書データベース 立命館大学人文科学研究所 GHQ/SCAP文書研究会  【伊藤 光春 (立命館大学衣笠研究支援ｾﾝﾀｰ)】 
High-definition Image Database of Old Photographs of Japan   【 ()】 
Japanese Old Photographs in Bakumatsu-Meiji Period   【 ()】 
NBU 総合図書館情報システム (Nippon Bunri University Information 

Control Expert System) 
日本文理大学図書館  【小平 正典 (日本文理大学図書館)】 

NII論文情報ナビゲータ 国立情報学研究所  【 ()】 
NIRA's World Directory of Think Tanks 総合研究開発機構(NIRA) 政策研究情報センター  【中村円  (総合研究開発機構)】 
NIRAデータベース 総合研究開発機構(NIRA)政策研究情報センター  【園幹夫 (総合研究開発機構)】 
OCU ERI-Biblio(経済学文献目録) 大阪市立大学経済研究所  【 ()】 
Publications(研究成果出版物目録英語版) 総合研究開発機構(NIRA)総務企画部企画広報課  【園 幹夫 (総合研究開発機構総務企画部企画広報課)】 
SALIS(Sanno Library Information System) 産業能率大学図書館、自由が丘産能短期大学図書館  【丸田 恭也 (産業能率大学図書館)】 
Social Science Japan Data Archive 東京大学社会科学研究所附属日本社会研究情報センター  【 ()】 
インターネット美術館 筑波大学芸術学系  【山中 敏正 (筑波大学芸術学系)】 
浮世絵閲覧システム 早稲田大学 坪内博士記念演劇博物館 デジタル・アーカイブ室  【 (早稲田大学演劇博物館)】 
愛知学泉大学・愛知学泉短期大学図書館所蔵資料 D.B. 愛知学泉大学・愛知学泉短期大学図書館員  【丹羽 直美 (愛知学泉大学豊田図書館)】 
愛知教育大学蔵書目録 愛知教育大学附属図書館  【 ()】 
アイヌ民族の文化ー土佐林コレクションの世界一 早稲田大学會津八一記念博物館  【 (早稲田大学會津八一記念博物館)】 
青森明の星短期大学ホームページ 青森明の星短期大学情報処理委員会  【坂本 明裕 (青森明の星短期大学情報処理委員会)】 
アクセサリー・身装文化ディジタルアーカイブ 国立民族学博物館久保研究室(1995年度までは大丸研究室)と大阪樟蔭女子大学高橋研究室。データ分析お

よび構造設計はMCDプロジェクトが行った。  【 ()】 
浅田家文書目録検索 浅田家文書研究会  【 (東京大学大学院経済学研究科･経済学部図書館図書運用掛)】 
朝日大学図書館 OPAC 朝日大学図書館  【 (朝日大学図書館 http://library.asahi-u.ac.jp )】 
亜細亜大学図書館所蔵図書資料目録データベース 亜細亜大学学術情報部学術情報課  【宇田川 裕 (亜細亜大学学術情報部学術情報課)】 
アジア地域情報総合検索サイト 東洋大学アジア文化研究所アジア地域研究センター  【 ()】 
アジア歴史文化マルチメディア・データベース 文学部情報化検討委員会 柳澤作業部会  【柳澤 明 (早稲田大学 文学部)】 
跡見学園女子大学図書館蔵書検索 跡見学園女子大学図書館  【 (跡見学園女子大学図書館)】 
阿南高専図書館蔵書目録データベース 阿南工業高等専門学校  【 ()】 
有光家文書画像データベース 山口県文書館  【 ()】 
石川一郎文書目録 武田晴人(経済学部教授)  【 (東京大学大学院経済学研究科･経済学部図書館図書運用掛)】 
石巻専修大学図書館-Online Public Access Catalog 石巻専修大学図書館  【 (石巻専修大学図書館)】 
意匠文化データベース 意匠文化データベース作成委員会  【 ()】 
茨城大学蔵書目録データベース 図書館  【 ()】 
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異文研図書データベース(仮称) 神田外語大学異文化コミュニケーション研究所  【 (神田外語大学異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究所)】 
岩手大学蔵書データベース 岩手大学情報メディアセンター図書館  【情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ図書館資料管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ (岩手大学)】 
インドネシア昔話の部屋 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
映画写真データベース 早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ室  【 (早稲田大学演劇博物館)】 
営業報告書検索 武田, 晴人  【 ()】 
営業報告書目録 武田晴人(経済学部教授) 東京大学大学院経済学研究科・経済学部図書館  【 (東京大学大学院経済学研究

科･経済学部図書館図書運用掛)】 
江戸後期史学関係総合データベース 図書館  【電子情報係 (茨城大学図書館学術情報課)】 
エネルギー関連文献目録(仮称) (財)日本エネルギー経済研究所資料室  【資料室 ()】 
艶本資料 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
絵巻物データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設情報課ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
追手門学院大学附属図書館 OPAC 追手門学院大学附属図書館  【 (追手門学院大学附属図書館司書係 )】 
大分大学経済学部教育研究支援室所蔵資料目録(仮称) 大分大学経済学部教育研究支援室  【清水麻由美 (大分大学経済学部教育研究支援室)】 
大型コレクションディレクトリ 東京大学附属図書館  【高杉 泰穂 (東京大学附属図書館)】 
大来佐武郎著作物 総合研究開発機構(NIRA)政策研究情報センター  【中村円 (総合研究開発機構)】 
大坂町触データベース全文検索システム 大阪市立大学学術情報総合センター  【 ()】 
大阪経済法科大学蔵書目録データベース 大阪経済法科大学 図書館  【太田潔 (大阪経済法科大学図書館)】 
大阪女子大学附属図書館所蔵目録データベース 大阪女子大学  【 ()】 
大阪信愛女学院短期大学図書館蔵書目録データベース 大阪信愛女学院短期大学図書館  【濱岡賢二 (大阪信愛女学院短期大学図書館)】 
大阪成蹊大学現代経営情報学部研究紀要(仮称) 大阪成蹊大学現代経営情報学部  【 ()】 
大阪体育大学図書館 OPAC(仮称) 大阪体育大学図書館  【 ()】 
大阪千代田短期大学紀要目次データベース 大阪千代田短期大学図書館  【 ()】 
大阪の経済と業界動向データベース(仮称) 大阪府立産業開発研究所  【奥野 由紀  (大阪府立産業開発研究所 企画総務部 企画総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ )】 
大阪府内の大気 1時間値データ(速報値) 大阪府環境情報センター  【 ()】 
大阪府立産業開発研究所情報提供サービス(仮称) 大阪府立産業開発研究所  【 ()】 
大阪府立産業開発研究所調査、研究報告書データベース(仮称) 大阪府立産業開発研究所  【奥野 由紀 (大阪府立産業開発研究所 企画総務部 企画総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
小笠原諸島に関する人文・社会科学関係文献目録 ダニエル・ロング  【ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾛﾝｸﾞ  (首都大学東京大学院人文科学研究科人間科学専攻日本語教育学教

室 )】 
岡山県民行動圏調査 岡山大学環境理工学部 統計学グループ  【垂水共之 (岡山大学)】 
小川・浅井台湾資料 GICAS(アジア書字コーパスに基づく文字情報学の創成)COE拠点  【 ()】 
オスマン朝演劇ポスター 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
於竹大日如来縁起絵巻 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
小樽商科大学蔵書目録データベース 小樽商科大学附属図書館  【 ()】 
小野秀雄コレクション 東京大学社会情報研究所  【 ()】 
小野秀雄コレクション・かわら版新聞錦絵データベース 東京大学社会情報研究所かわら版・新聞錦絵研究会  【吉見 俊哉 (東京大学 社会情報研究所)】 
ガーダマー邦語二次文献 巻田 悦郎  【巻田 悦郎 (東京理科大学 経営学部)】 
怪異・妖怪伝承データベース 怪異伝承データベース作成委員会(委員長・小松 和彦)  【情報管理施設 情報課ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本

文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
外国語教育実態調査データベース 東京学芸大学 国際教育センター  【高木 光太郎 (東京学芸大学国際教育ｾﾝﾀｰ)】 
外国雑誌目録データベース 富山大学経済学部資料室  【田中 寛子  (富山大学経済学部資料室 )】 
外国の政治資料(外交文書等)及び議会資料データベース 京都大学大学院法学研究科附属国際法政文献資料センター  【竹島武郎 (京都大学大学院法学研究科附属

国際法政文献資料ｾﾝﾀｰ)】 
外像データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設情報課ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
外地関係統計資料目録 経済統計情報データベース編成委員会 一橋大学経済研究所附属社会科学統計情報研究センター  【 (一橋

大学経済研究所附属社会科学統計情報研究ｾﾝﾀｰ)】 
カイロの肖像・19世紀 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
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学位論文一覧 新潟大学大学院現代社会文化研究科情報ネットワーク委員会  【岩本篤志 (新潟大学大学院現代社会文化
研究科)】 

学位論文審査要旨データベース 岡山大学附属図書館  【情報管理課電子情報係 (岡山大学学術情報部)】 
学習指導要領データベース 学習指導要領データベース作成委員会  【吉岡 亮衛 (国立教育政策研究所)】 
学術研究論文・解説データベース 財団法人衣笠会繊維研究所  【 ()】 
学術データベースサービス 京都大学学術情報メディアセンター  【 ()】 
火山防災マップデータベース 北海道大学 宮坂瑞穂  【宮坂瑞穂 (北海道大学 )】 
活火山データベース 産業技術総合研究所 地質情報研究部門火山活動研究グループ  【星住英夫 (産業技術総合研究所 地質

情報研究部門火山活動研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ )】 
学校における教育実践研究主題データベース 国立教育政策研究所  【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
学校に関する情報データベース 国立教育政策研究所  【齋藤 道子 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
活水学術情報データベース 活水女子大学図書課  【 ()】 
活水論文集目次情報データベース 活水女子大学図書課  【 (図書課)】 
活断層データベース 産業技術総合研究所 活断層研究センター  【吉岡敏和 (産業技術総合研究所 活断層研究ｾﾝﾀｰ )】 
神奈川県の農業情報データベース 神奈川県農業技術センター 経営情報研究部  【廣瀬 一郎 (神奈川県農業技術ｾﾝﾀｰ 経営情報研究部)】 
神奈川県立保健福祉大学附属図書館所蔵目録データベース 神奈川県立保健福祉大学附属図書館  【 ()】 
金沢大学所蔵古写本・版本データベース 金沢大学附属図書館所蔵古写本・版本データベース作成委員会  【橋洋平 (金沢大学附属図書館)】 
金沢大学資料館収蔵資料紹介(金沢大学資料館ホームページ内) 金沢大学資料館  【 ()】 
鎌倉女子大学図書館蔵書目録検索データベース 鎌倉女子大学図書館  【 ()】 
カラー写真(フィルム)検索システム 図書検索システム 東京国立博物館事業部情報課図書・映像サービス室  【 ()】 
川合文書データベース   【 ()】 
環境教育実践事例データベース 宮城教育大学 文部科学省拠点システムプロジェクト  【 ()】 
環境情報プラザ資料検索システム 大阪府環境情報センター  【 ()】 
環境中のトリチウム測定調査データベース 放射線医学総合研究所  【 ()】 
刊行物一覧データベース 新潟大学 大学教育開発研究センター  【 ()】 
韓国生活財データベース 佐藤浩司、金英淑、その他協力者  【 ()】 
関西外国語大学紀要論文データベース 関西外国語大学図書館学術情報センター  【 ()】 
関西学院新聞   【 ()】 
館蔵資料データベース 国立歴史民俗博物館  【 ()】 
関東学院大学紀要等データベース(仮称) 関東学院大学  【 ()】 
管理栄養士国家試験問題集 中村学園大学栄養科学科  【栄養科学部長 坂田利家 (中村学園大学栄養科学科)】 
菊池文書データベース   【 ()】 
技術教育データベース 技術教育研究グループ  【 ()】 
北九州市立大学学術情報総合センター(図書館)蔵書目録 北九州市立大学学術情報総合センター(図書館)  【 (北九州市立大学学術情報総合ｾﾝﾀｰ)】 
貴重原板の文化財画像情報システム 貴重原板の文化財画像情報システム構築委員会  【列品課 丸山士郎 (東京国立博物館)】 
貴重書画像 早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ室  【 (早稲田大学演劇博物館)】 
岐阜大学教育研究等活動情報 岐阜大学総合情報メディアセンター  【 ()】 
岐阜大学学位論文・科研費報告書検索 岐阜大学図書館  【目録情報係 (岐阜大学図書館情報ｻｰﾋﾞｽ課)】 
九州工業大学情報工学部紀要データベース 九州工業大学附属図書館情報工学部分館  【 ()】 
九州工業大学附属図書館蔵書目録データベース 九州工業大学附属図書館  【 ()】 
九州女子大学・九州女子短期大学附属図書館データベース管理システム 九州女子大学・九州女子短期大学附属図書館  【松尾伸二 (九州女子大学･九州女子短期大学附属図書

館)】 
旧植民地関係資料総合目録 滋賀大学経済経営研究所  【 ()】 
共愛学園前橋国際大学図書館図書目録データベース   【 ()】 
共愛学園前橋国際大学論集データベース(仮称) 共愛学園前橋国際大学図書館  【 ()】 
教育総合データベース : 東京学芸大学附属図書館作成オリジナルデータベース   【 (東京学芸大学附属図書館)】 
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教育学系博士・修士学位論文データベース 国立教育政策研究所  【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
教育系Webページ全文検索   【 (東京学芸大学附属図書館)】 
教育研究所・教育センター刊行論文データベース 国立教育政策研究所/全国教育研究所連盟  【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
教育研究論文索引 国立教育政策研究所  【吉岡 亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
教育実践データベース 教育実践データベース作成プロジェクト  【 ()】 
教育情報データベース 国立教育政策研究所  【 ()】 
教育資料館「大和のうた」録音資料音声情報データベース 奈良教育大学教育資料データベース作成グループ  【 ()】 
教育資料データベース 奈良教育大学教育資料データベース作成グループ  【藤原 公昭 (奈良教育大学教育実践総合ｾﾝﾀｰ)】 
教育著作権情報 メディア教育開発センター  【 (ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ普及促進部教育情報課情報ｼｽﾃﾑ部門)】 
教育用ソフトウェア情報データベース 国立教育政策研究所  【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
教育用マルチメディア素材(映像)資料集 岐阜大学総合情報メディアセンター情報メディア開発研究部門・カリキュラム開発研究部門  【 ()】 
教員業績データベースシステム 北陸先端科学技術大学院大学  【人事係 (北陸先端科学技術大学院大学 総務課人事･労務班人事係)】 
教員養成カリキュラム開発研究文献目録(仮称) 東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センター  【岩田 康之 (東京学芸大学 教員養成ｶﾘｷｭﾗﾑ開発

研究ｾﾝﾀｰ)】 
教科教育実践学関係資料(国語科)データベース 鳴門教育大学附属図書館  【 ()】 
教科書コレクション画像データベース 教科書コレクション画像データベース化プロジェクト  【学術情報ｼｽﾃﾑ企画主担当 (広島大学図書館学術情報

企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
教科書目録情報データベース (財)教科書研究センター  【 ()】 
紀要『現代社会文化研究』データベース(仮称) 新潟大学大学院現代社会文化研究科情報ネットワーク委員会  【岩本 篤志 (新潟大学大学院現代社会文化

研究科)】 
教材データベース(仮称) 岐阜大学総合情報メディアセンター情報メディア開発研究部門  【村瀬 康一郎 (岐阜大学総合情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝ

ﾀｰ情報ﾒﾃﾞｨｱ開発研究部門)】 
教職員研修講座データベース 国立教育政策研究所  【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
京都学園大学図書館蔵書目録データベース 京都学園大学図書館  【大橋勝司 (京都学園大学図書館)】 
京都大学環太平洋データベース 京都大学経済学研究科  【大西 広 (京都大学大学院経済学研究科)】 
京都大学基礎物理学研究所 セミナー/研究会・その他 京都大学基礎物理学研究所  【計算機室 (京都大学基礎物理学研究所)】 
紀要「法政理論」目次一覧データベース 新潟大学法学会  【 ()】 
共立女子大学総合文化研究所紀要目次 共立女子大学総合文化研究所  【小林万洋 (共立女子大学総合文化研究所)】 
杏林大学図書館オンライン所蔵目録 杏林大学図書館  【児玉 閲 (杏林大学図書館)】 
近畿大学産業理工学部図書館・近畿大学九州短期大学図書館蔵書検索システム 株式会社リコー  【 ()】 
近畿大学産業理工学部図書館 図書所蔵目録 近畿大学産業理工学部図書館  【 ()】 
近現代美術展覧会情報データベース 東京文化財研究所 企画情報部  【 ()】 
近世風俗図会データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設情報課ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
釧路工業高等専門学校 紀要論文データベース 釧路工業高等専門学校 庶務課 情報資料係  【 ()】 
熊本大学学術リポジトリ 熊本大学  【 ()】 
熊本大学教育研究データベース EDB ワーキンググループ  【 ()】 
熊本大学シラバス 熊本大学  【 ()】 
熊本学園大学紀要目次データベース 熊本学園大学図書館  【 ()】 
熊本学園大学産業経営研究所資料データーベース 熊本学園大学 付属産業経営研究所  【上野 照美 (熊本学園大学 付属産業経営研究所)】 
熊本学園大学図書館蔵書目録データベース 熊本学園大学図書館  【目録係 (熊本学園大学図書館)】 
熊本大学三十年史 熊本大学  【 (熊本大学附属図書館情報管理課電子情報係)】 
熊本大学学位論文データベース 熊本大学附属図書館  【 (熊本大学附属図書館学術情報課電子情報係)】 
熊本法学 熊本大学法学会  【 (熊本大学附属図書館 情報管理課電子情報係)】 
倉敷市立短期大学研究情報(仮称) 倉敷市立短期大学及び個人  【永田 桂輔 (倉敷市立短期大学)】 
グローバルレクチャーデータベース 青山学院大学国際マネジメント研究科 グローバルレクチャーデータベース作成委員会  【国際ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究

科 教授 堀内正博 / 科長 伊藤文雄 (青山学院大学)】 
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慶應義塾写真データベース 慶應義塾大学  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾒﾃﾞｨｱ担当 (慶應義塾大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ本部)】 
慶應義塾図書館所蔵ドイツ語雑誌(経済・社会・歴史)解題 矢野久・古賀理恵子・村田優美子  【 ()】 
経済学史・経済思想史文献データベース 経済学史学会  【 ()】 
経済学文献索引データベース 国立情報学研究所  【 ()】 
経済技術データベース(Database for the Analsys of the Techno-Economics) 東京工業大学 社会理工学研究所 経営工学専攻 渡辺研究室 技術経済分析研究会  【 ()】 
敬和学園大学 敬和学園大学  【 ()】 
敬和学園大学授業科目シラバス 敬和学園大学  【 ()】 
研究業績・技術シーズ 大阪工業大学事務部庶務課  【 ()】 
研究業績システム 教育・研究支援事務室  【 ()】 
研究室から : 大学はいま 岐阜大学総務課広報室広報係  【 ()】 
研究者情報データベース 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 広報部  【広報部 (独立行政法人 労働政策研究･研修機構)】 
研究所受入ワーキングペーパー検索システム   【 ()】 
研究資料検索システム 東京文化財研究所 企画情報部  【 ()】 
研究成果出版物目録 総合研究開発機構(NIRA)総務企画部企画広報課  【園 幹夫 (総合研究開発機構総務企画部企画広報課)】 
研究報告書データベース(仮称)<神奈川県のホームページ内にある「オンライン資
料室」に本データベースのデータを提供> 

神奈川県自治総合研究センター  【桜井 嘉郎 (神奈川県自治総合研究ｾﾝﾀｰ 研究部)】 

原子力施設付近の環境水トリチウムデータベース(1967年～1980年) 放射線医学総合研究所  【 ()】 
現代に生きる四国遍路道 道空間研究所(早稲田大学文学部)  【 ()】 
原爆・被ばく関連資料データベース 原爆・被ばく関連資料データベース作成委員会  【広島大学図書館 学術情報ｼｽﾃﾑ企画主担当 (広島大学

図書館学術企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
高校入試問題データベース 国立教育政策研究所  【坂谷内勝 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
高等教育研究データベース 早稲田大学文学部教育学教育作業部会  【沖 清豪 (早稲田大学文学部)】 
高等教育統計データ集 広島大学高等教育研究開発センター  【小方 直幸 (広島大学 高等教育研究開発ｾﾝﾀｰ)】 
甲南女子大学目録データベース 甲南女子大学図書館及びメディアセンター  【 (甲南女子大学図書館)】 
神戸学院大学紀要目次データベース 神戸学院大学図書館  【片山正博 (神戸学院大学図書館)】 
神戸松蔭女子学院大学図書館 OPAC 神戸松蔭女子学院大学図書館  【福田由紀子 (神戸松蔭女子学院大学図書館)】 
神戸女子大学古典芸能研究センター公開データベース   【 ()】 
神戸山手大学・神戸山手短期大学図書館所蔵資料データベース 神戸山手大学・神戸山手短期大学図書館  【松家 栄一 (神戸山手大学･神戸山手短期大学 図書館)】 
高野山大学所蔵図書データベース 高野山大学図書館  【浦 芳誠 (高野山大学図書館)】 
国際教育協力拠点システムアーカイブス 筑波大学教育開発国際協力研究センター電子アーカイブ事業  【 ()】 
国際大学松下図書情報センター蔵書目録データベース 国際大学松下図書情報センター  【 ()】 
国際法文献データベース 西谷 元  【西谷 元 (広島大学法学部)】 
国内人文系研究機関WWWページリスト 後藤斉  【後藤斉 (東北大学大学院文学研究科)】 
国立特殊教育総合研究所所蔵目録 独立行政法人国立特殊教育総合研究所  【総務部研修情報課情報ｻｰﾋﾞｽ係 (独立行政法人国立特殊教育総

合研究所)】 
国労関係資料目録 東京大学大学院経済学研究科  【 (東京大学大学院経済学研究科･経済学部図書館図書運用掛)】 
子育てと健全成育情報を提供するHP(大学院の研究室から子育て支援) 東京成徳大学大学院心理・教育相談センター  【東京成徳大学大学院心理･教育相談ｾﾝﾀｰ (東京成徳大

学)】 
子育てネットワーク・データベース 国立女性教育会館  【 (国立女性教育会館女性教育情報ｾﾝﾀｰ)】 
古代・中世都市生活史(物価) 国立歴史民俗博物館 研究部 歴史研究系  【 ()】 
子どもの心を理解するための絵本のデータベース 佐々木宏子・鳴門教育大学附属図書館 児童図書室制作  【佐々木宏子 (鳴門教育大学学校教育学部幼年

発達支援講座)】 
小松短期大学図書館蔵書データベース 小松短期大学図書館  【杉本 三津江 (小松短期大学図書館)】 
今和次郎コレクション 工学院大学 図書館  【 (工学院大学図書館 図書館管理課)】 
災害事例データベース 和田 有司  【先端情報計算ｾﾝﾀｰ (独立法人 産業技術総合研究所 つくば中央第 1)】 
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在外日本美術データベース 海外日本美術情報データベースプロジェクト  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝ
ﾀｰ)】 

最高裁破棄判決データベース 鹿児島大学法文学部法政策学科法社会学研究室 2001年度所属学生  【 ()】 
財政データ一覧 玉岡 雅之  【玉岡 雅之 (神戸大学大学院経済学研究科)】 
埼玉学園大学・川口短期大学情報メディアセンター蔵書目録(OPAC) 埼玉学園大学情報メディアセンター  【 ()】 
埼玉学園大学紀要 埼玉学園大学紀要委員会  【 ()】 
埼玉県立大学情報センター所蔵目録データベース(仮称) 埼玉県立大学情報センター  【情報ｾﾝﾀｰ (埼玉県立大学)】 
埼玉大学共生社会研究センター資料検索システム 埼玉大学共生社会研究センター  【 ()】 
埼玉大学経済学部研究資料室蔵書検索システム 埼玉大学経済学部研究資料室  【 ()】 
佐賀大学医学部研究者紹介ページ 佐賀大学学術情報処理センター・医学サブセンター  【 ()】 
佐賀大学経済学部地域経済研究センター・資料室 佐賀大学経済学部 地域経済研究センター  【安田伸一 (佐賀大学経済学部)】 
座礁事故データベース 遠藤 久芳  【 ()】 
雑誌・紀要等掲載論文データベース 日本社会事業大学図書館  【 (日本社会事業大学図書館)】 
雑誌データベース 早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ室  【 (早稲田大学演劇博物館)】 
札幌学院大学図書館蔵書目録 札幌学院大学図書館  【札幌学院大学図書課図書係 (札幌学院大学)】 
産業技術総合研究所 四国センター 図書室情報サービス 産業技術総合研究所 四国センター 産学官連携センター  【北原 洸 (独立行政法人 産業技術総合研究所 

四国ｾﾝﾀｰ)】 
産業研究所所蔵図書・資料検索システム 関西学院大学産業研究所  【 (関西学院大学産業研究所)】 
三康図書館蔵書目録 民俗学書編 書名索引 財団法人三康文化研究所附属三康図書館  【 ()】 
滋賀医科大学公開講座   【 ()】 
滋賀医科大学シラバス 滋賀医科大学学生課教育支援係  【 ()】 
滋賀県立大学研究者情報 滋賀県立大学地域貢献研究推進グループ  【 ()】 
静岡大学人文学部経済学科資料室所蔵文献検索 静岡大学人文学部経済学科  【 ()】 
自然災害科学データベース 京都大学防災研究所巨大災害研究センター  【林春男 (京都大学防災研究所巨大災害研究ｾﾝﾀｰ)】 
自治体学研究データベース(仮称) 神奈川県自治総合研究センター  【 ()】 
志法既刊目次一覧 北海道大学法学部・大学院法学研究科 法令新刊雑誌室  【堀江 雅子 (北海道大学法学部･大学院法学研

究科 法令判例新刊雑誌室)】 
下河辺淳アーカイヴ 総合研究開発機構(NIRA)政策研究情報センター  【島津千登世  ()】 
下田歌子データベース 実践女子大学図書館  【 (実践女子大学図書館)】 
社会・意識調査データベース 社会・意識調査データベース作成プロジェクト  【大國充彦 (札幌学院大学社会情報学部)】 
社会学文献情報データベース 日本社会学会データベース委員会  【田中 重人 (東北大学文学部 日本語教育学研究室)】 
社会学文献情報データベース 日本社会学データベース委員会  【 ()】 
社会福祉文献情報データベース 大阪府立大学人間社会学部  【 ()】 
社会福祉文献情報データベース(長尾文庫) 社会福祉文献情報データベース作成委員会  【 ()】 
宗教民俗学資料データベース 田島照久  【田島照久 (早稲田大学文学部)】 
就実大学・就実短期大学 図書館蔵書目録 就実大学・就実短期大学 図書館  【岡崎 倫子 (就実大学図書館)】 
就職試験・資格試験問題集データベース 京都外国語大学付属図書館  【 ()】 
就職情報システム(仮称) 横浜商科大学就職指導室  【 ()】 
「宗門改帳(しゅうもんあらためちょう)」古文書画像データベース及び「過去帳(かこ
ちょう)」データベース 

江戸時代における人口分析システム構築委員会  【川口 洋 (帝塚山大学経営情報学部)】 

淑徳大学附属図書館所蔵目録データベース 淑徳大学附属図書館千葉図書館  【閲覧係ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ担当 (淑徳大学附属図書館千葉図書館)】 
出版物一覧 世界平和研究所事務局  【 ()】 
樹木年輪研究会文献一覧 小林 修  【小林 修 (愛媛大学農学部附属演習林米野々森林研究ｾﾝﾀｰ)】 
障害児教育論文 db(仮称) 福岡教育大学 障害児教育講座、障害児治療教育センター  【藤金 倫徳 (福岡教育大学 障害児教育講座)】 
小学校国語教科書掲載作品情報 (財)教科書研究センター  【 ()】 
小学校国語教科書情報 (財)教科書研究センター  【 ()】 
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証券関係論文・記事データベース (財)日本証券経済研究所 図書館部  【柏木 敏 ()】 
証券年表 日本証券経済研究所証券史資料編纂室  【小林和子 ()】 
上智短期大学紀要データベース(仮称) 上智短期大学教授会  【 ()】 
上智大学紀要データベース 上智大学図書館  【 ()】 
衝突事故データベース 遠藤 久芳  【 ()】 
消費者問題文献情報 国民生活センター情報資料館  【 ()】 
上武大学附属図書館 OPAC資料検索 上武大学附属図書館及び分館  【岡村 哲朗 (上武大学附属図書館)】 
情報学研究   【総務･教務掛 (京都大学大学院情報学研究科)】 
食品と栄養データベース 食品と栄養データベース作成委員会  【吉村幸雄 (四国大学)】 
女性学・ジェンダー論関連科目データベース 国立女性教育会館  【 (国立女性教育会館女性教育情報ｾﾝﾀｰ)】 
女性関連施設データベース 国立女性教育会館  【 (国立女性教育会館女性教育情報ｾﾝﾀｰ)】 
女性情報 CASS 国立女性教育会館  【 (国立女性教育会館女性教育情報ｾﾝﾀｰ)】 
女性情報シソーラス用語データベース 国立女性教育会館  【 (国立女性教育会館女性教育情報ｾﾝﾀｰ)】 
女性情報ナビゲーション 国立女性教育会館  【 (国立女性教育会館女性教育情報ｾﾝﾀｰ)】 
女性情報レファレンス事例集 国立女性教育会館  【 (国立女性教育会館女性教育情報ｾﾝﾀｰ)】 
女性と男性に関する統計データベース 国立女性教育会館  【 (国立女性教育会館 女性教育情報ｾﾝﾀｰ)】 
女性のキャリア形成支援サイト 国立女性教育会館  【 (国立女性教育会館女性教育情報ｾﾝﾀｰ)】 
所蔵社史目録 神戸大学経済経営研究所附属政策研究リエゾンセンター企業情報分析資料室  【 ()】 
所蔵資料一覧データベース 新潟大学 大学教育開発研究センター  【 ()】 
ジョン・グッドウィンおよび関連文献目録 山田 園子  【山田園子 (広島大学法学部)】 
シラバス学芸大学   【 ()】 
人口学文献検索 中澤, 港  【 ()】 
新聞記事見出しによる水俣病関係年表 1956-1971 熊本大学学術資料調査研究推進室  【 ()】 
人文学部紀要・政経学会雑誌目次一覧 茨城大学 人文学部 人文図書室  【 ()】 
人類学的資料マルチメディアデータベース 神戸学院大学 人文学部  【片村 正直 (神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ)】 
水産大学校図書館蔵書検索システム(OPAC) 企画情報部 図書課  【 ()】 
鈴鹿国際大学・大学院教員研究論文データベース(仮称) 一色 将行  【一色 将行 (鈴鹿国際大学)】 
駿河台大学所蔵目録データベース 駿河台大学メディアセンター  【 ()】 
聖学院大学シラバス 聖学院大学  【 ()】 
政策研究大学院大学図書館蔵書検索 政策研究大学院大学図書館  【笠原政宏 (政策研究大学院大学 研究支援課情報ｻｰﾋﾞｽ担当)】 
聖路加看護大学図書館 聖路加看護大学  【 (聖路加看護大学図書館)】 
聖隷クリストファー大学図書館所蔵目録データベース 聖隷クリストファー大学図書館  【 (聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学図書館)】 
世界の言語と国際地域研究 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
世界の食料統計 九州大学大学院農学研究院・伊東研究室  【伊東 正一 (九州大学大学院農学研究院)】 
世界の食料統計 鳥取大学農学部・伊東研究室  【伊東 正一 (鳥取大学農学部)】 
世界の旅を素敵なものに～旅立つ前に豊富な知識を～ 京都外国語大学付属図書館  【 ()】 
戦後日本政治外交データベース   【 ()】 
全国条例データベース 下井, 康史  【 ()】 
戦前期新聞経済記事文庫   【 ()】 
先端総合学術研究科データベース 立命館大学先端総合学術研究科  【 ()】 
前方後円墳データベース 総合情報学部 小沢一雅  【小沢一雅 (大阪電気通信大学総合情報学部)】 
創価大学講義要項 創価大学教務部  【 ()】 
所蔵目録データベース(仮称) 図書館  【 (名古屋経済大学図書館)】 
蔵書データベース 労働政策研究・研修機構 資料ｾﾝﾀｰ  【資料ｾﾝﾀｰ (労働政策研究･研修機構)】 
所蔵目録データベース(仮称) 図書館  【 (名古屋経済大学短期大学部図書館)】 
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蔵書目録データベース 県立長崎シーボルト大学附属図書館  【 ()】 
ゾンバルト文庫画像データベース 大阪市立大学学術情報総合センター  【 ()】 
ゾンバルト文庫画像データベース(検索) 大阪市立大学学術情報総合センター  【 ()】 
大学・教育学部ウェブサイトデータベース 早稲田大学文学部教育学教育作業部会  【沖 清豪 (早稲田大学文学部)】 
高岡高商蔵書(洋書)目録データベース 富山大学経済学部資料室  【谷川 裕子  (富山大学経済学部資料室 )】 
高岡高商蔵書(和書)目録データベース 富山大学経済学部資料室  【谷川 裕子  (富山大学経済学部資料室 )】 
高岡高等商業学校関係逐次刊行物記事索引 富山大学経済学部資料室  【 ()】 
高崎経済大学附属図書館所蔵目録データベース(仮称) 高崎経済大学附属図書館事務室 図書担当  【 (高崎経済大学附属図書館事務室 図書担当)】 
高橋文太郎研究 武笠俊一  【武笠 俊一 (三重大学人文科学)】 
拓殖大学図書館蔵書目録 拓殖大学図書館  【渡部香子 (拓殖大学図書館)】 
竹内芳太郎コレクション 工学院大学 図書館  【 (工学院大学図書館 図書館管理課)】 
多摩大学 メディア&インフォメーション・センター図書館所蔵目録 多摩大学 メディア&インフォメーション・センター  【池田剛透 (多摩大学 ﾒﾃﾞｨｱ&ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ｾﾝﾀｰ図書

館)】 
タロ芋データベース 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
男女共同参画人材情報データベース 国立女性教育会館  【 (国立女性教育会館女性教育情報ｾﾝﾀｰ)】 
地域情報データベース 岐阜女子大学デジタルミュージアム  【後藤忠彦 (岐阜女子大学 文化情報研究ｾﾝﾀｰ)】 
地質情報総合メタデータ 産業技術総合研究所 地質調査情報センター地質資料管理室  【渡辺和明 (産業技術総合研究所 地質調査

情報ｾﾝﾀｰ地質資料管理室 )】 
知的所有権の判例データベース 近畿大学産業・法律研究所 播磨良承,高橋秀和  【高橋 秀和 (近畿大学産業･法律情報研究所)】 
千葉大学インハウス情報提供システム(学内サイト検索)   【 ()】 
千葉大学研究者 Database検索システム   【 ()】 
千葉県立博物館情報システム 千葉県教育庁生涯学習部文化財課  【中松 満始 (千葉県立中央博物館)】 
中央学院大学図書館蔵書データベース 中央学院大学図書館  【佐藤弘憲 (中央学院大学図書館)】 
中京学院大学総合メディアセンター蔵書目録データベース 総合メディアセンター  【 ()】 
「中京法学」「法学研究論集」データベース(仮称) 中京大学法学会  【 (中京大学法学部法学研究ｾﾝﾀｰ)】 
(社)中国研究所ホームページ (社)中国研究所  【 ()】 
中部 6県域における海溝型地震による震度・液状化危険度情報 岐阜大学流域圏科学研究センター  【 (岐阜大学流域圏科学研究ｾﾝﾀｰ)】 
長期経済統計データベース 一橋大学経済研究所附属社会科学統計情報研究センター  【 (一橋大学経済研究所附属社会科学統計情報

研究ｾﾝﾀｰ)】 
調査研究成果データベース 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 調査部資料センター  【広報部資料ｾﾝﾀｰ (独立行政法人労働政策

研究･研修機構)】 
ちりめんページ   【 ()】 
ちりめん本データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設情報課ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
筑波技術大学 障害者支援学術情報システム 筑波技術大学 学術・社会貢献推進委員会  【 (筑波技術大学)】 
つくば国際短期大学蔵書目録データベース つくば国際短期大学図書館  【 ()】 
筑波大学 共通体育シバラス 筑波大学 体育センター  【正課体育担当 (筑波大学体育ｾﾝﾀｰ)】 
筑波大学データバンク・プロジェクト 筑波大学データバンク・プロジェクト  【 ()】 
土屋家旧蔵文書目録 武田 晴人(経済学部教授)  【 (東京大学大学院経済学研究科･経済学部図書館図書運用掛)】 
データベース「世界と日本」 東京大学東洋文化研究所田中明彦研究室  【 ()】 
データベースれきはく 国立歴史民俗博物館管理部  【 ()】 
デジタルジャーナル 東海大学福岡短期大学 メディア情報センター  【 ()】 
帝塚山大学図書館・蔵書目録データベース(仮称) 帝塚山大学図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽ係  (帝塚山大学図書館本館 )】 
鉄鋼材料の環境負荷算出データベース(仮称) 物質・材料研究機構 エコマテリアル研究センター 環境循環材料グループ  【井島 清 (物質･材料研究機構 

ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ研究ｾﾝﾀｰ 軽量環境材料ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
電子資料館 宮城教育大学附属図書館  【 ()】 
伝統芸能関係三雑誌所載文献データベース 東京文化財研究所 企画情報部  【 (東京文化財研究所 企画情報部)】 
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伝統芸能関係図書データベース 東京文化財研究所 企画情報部  【 ()】 
天文教育実践事例データベース 「星空観察ネットの広場:教室でできる宇宙の実
験教室」 

宮城教育大学惑星科学研究室  【 ()】 

桐蔭学園図書館総合目録データベース 桐蔭横浜大学大学情報センター(図書館)  【 (桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ)】 
当館所蔵の蔵書目録(仮称) 福岡県立大学附属図書館  【 ()】 
東京大学学位論文データベース   【 ()】 
東京都立大学博士学位論文論題一覧 東京都立大学事務局  【 ()】 
東京学芸大学音楽教育学データベース 筒石 賢昭  【筒石 賢昭 (東京学芸大学音楽学科 )】 
東京家政学院大学蔵書目録データベース(仮称) 東京家政学院大学附属図書館  【野口 豊隆 (東京家政学院大学附属図書館)】 
東京家政大学図書館蔵書検索データベース(仮称) 東京家政大学図書館  【 (東京家政大学図書館)】 
東京国立博物館カラー写真資料データベース 東京国立博物館事業部情報課図書・映像サービス室  【事業部情報課図書･映像ｻｰﾋﾞｽ室 (東京国立博物

館)】 
東京情報大学学術雑誌 東京情報大学情報サービスセンター  【 (東京情報大学情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)】 
東京大学愛知演習林量水観測結果報告 東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林愛知演習林  【芝野 博文 (東京大学)】 
東京大学経済学部所蔵特別資料濱田徳海資料目録 武田 晴人(経済学部教授)  【 (東京大学大学院経済学研究科･経済学部図書館図書運用掛)】 
東京富士大学図書館所蔵目録(仮称) 東京富士大学メディアセンター図書課  【 ()】 
統計数理・彙報データベース(仮称) 統計数理研究所 メディア情報室  【 (統計数理研究所)】 
統合メッシュデータ(仮称) 垂水共之  【垂水共之 (岡山大学)】 
東寺文書悉皆目録及び花押画像データベース 東寺文書データベース作成委員会  【富田 正弘 (富山大学 人文学部)】 
道都大学図書データベース 道都大学附属図書情報館  【 (道都大学附属図書情報館図書課)】 
東北大学法学部図書室 図書検索システム 東北大学大学院法学研究科図書委員会・ネットワーク運用委員会  【 ()】 
東北大学大学院法学研究科・法学部図書室文献目録 東北大学大学院法学研究科図書委員会・ネットワーク運用委員会  【ﾈｯﾄﾜｰｸ運用委員会 (東北大学大学院法

学研究科)】 
東洋学文献類目データベース 京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究センター  【村田康彦 (京都大学人文科学研究所附属漢字情報

研究ｾﾝﾀｰ)】 
土偶データベース 「土偶とその情報」研究会  【 ()】 
徳島大学 教育・研究者情報データベース 徳島大学  【 ()】 
特殊教育学習指導要領等データベース 独立行政法人 国立特殊教育総合研究所  【総務部研修情報課情報ｻｰﾋﾞｽ係 (独立行政法人国立特殊教育

総合研究所)】 
特殊教育関係文献目録 独立行政法人国立特殊教育総合研究所  【総務部研修情報課情報ｻｰﾋﾞｽ係 (独立行政法人国立特殊教育総

合研究所)】 
特殊教育研究施設研究年報・研究施設報告閲覧 東京学芸大学 特殊教育研究施設 (現:教育実践研究支援センター)  【 ()】 
特殊教育実践研究課題 独立行政法人国立特殊教育総合研究所  【総務部研修情報課情報ｻｰﾋﾞｽ係 (独立行政法人国立特殊教育総

合研究所)】 
特殊教育情報データベース 独立行政法人国立特殊教育総合研究所総務部研修情報課  【総務部研修情報課情報ｻｰﾋﾞｽ係 (独立行政法

人国立特殊教育総合研究所)】 
特殊教育センター等研修情報データベース 独立行政法人国立特殊教育総合研究所  【総務部研修情報課情報ｻｰﾋﾞｽ係 (独立行政法人国立特殊教育総

合研究所)】 
特殊教育法令等データベース 独立行政法人 国立特殊教育総合研究所  【総務部研修情報課情報ｻｰﾋﾞｽ係 (独立行政法人国立特殊教育

総合研究所)】 
図書・雑誌目録データベース 国立民族学博物館  【 ()】 
図書館所蔵目録 鈴鹿国際大学附属図書館  【 (鈴鹿国際大学附属図書館)】 
図書検索システム 東京国立博物館事業部情報課図書・映像サービス室  【図書･映像ｻｰﾋﾞｽ室 (東京国立博物館)】 
図書雑誌所蔵情報 鶴見大学図書館  【 ()】 
図書データベース 共栄大学・共栄学園短期大学図書データベース 共栄大学・共栄学園短期大学図書館  【 (共栄大学･共栄学園短期大学図書館)】 
富山大学紀要・富大経済論集 目次・記事索引 富山大学経済学部  【 (富山大学経済学部資料室)】 
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豊田工業高等専門学校図書館蔵書目録検索データベース 豊田工業高等専門学校庶務課図書係  【 ()】 
中尾佐助スライドデータベース 大阪府立大学学術情報センター  【学術情報ｸﾞﾙｰﾌﾟ学術情報担当 (大阪府立大学学術情報ｾﾝﾀｰ)】 
名古屋市立大学蔵書データベース 公立大学法人名古屋市立大学総合情報センター  【 (公立大学法人名古屋市立大学総合情報ｾﾝﾀｰ)】 
名古屋大学学術機関リポジトリ 名古屋大学附属図書館  【 ()】 
名古屋大学学術ナレッジ・ファクトリー 名古屋大学附属図書館  【 ()】 
名古屋大学博士学位論文目録(新制) 国立情報学研究所  【 ()】 
奈良絵本データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設情報課ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
奈良教育大学学術情報研究センター教育資料館所蔵資料画像情報データベース 奈良教育大学教育資料データベース作成グループ  【 ()】 
奈良女子大学所蔵女性問題図書目録 奈良女子大学附属図書館  【 ()】 
南山短期大学図書館書誌所蔵データベース 南山短期大学図書館  【熊田美津子 (南山短期大学)】 
新潟大学貴重資料データベース 新潟大学附属図書館  【 ()】 
新島遺品庫公開システム   【九鬼 弘一 (同志社大学 同志社社史資料ｾﾝﾀｰ)】 
錦絵観音霊験記の世界 国際日本文化研究センター基礎領域研究「寺院参詣資料の研究」  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 

(国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
日文研フォーラムデータベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
日本経済史資料画像データベース 大阪市立大学学術情報総合センター  【 ()】 
日本関係欧文図書目録データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
日本語指示詞研究文献一覧 金水 敏  【金水 敏 (大阪大学大学院文学研究科)】 
日本語で書かれた医療人類学関連文献 池田 光穂  【池田 光穂 (熊本大学文学部)】 
日本古典演劇・近世文献目録データベース 園田学園女子大学近松研究所  【 (園田学園女子大学近松研究所)】 
日本主要都市方言音声データベース 日本主要都市方言音声データベース作成委員会  【田原広史 (大阪樟蔭女子大学日本語研究ｾﾝﾀｰ)】 
日本女子体育大学附属図書館蔵書目録 日本女子体育大学附属図書館  【 (日本女子体育大学附属図書館)】 
日本大学経済学部図書館蔵書目録データベース 日本大学経済学部図書館  【経済学部図書館課 (日本大学経済学部図書館)】 
日本大学商学部図書館目録データベース 日本大学商学部図書館  【ﾚﾌｧﾚﾝｽ係 (日本大学商学部図書館)】 
日本におけるフランス 16世紀研究 広島大学総合科学部 平手友彦  【平手友彦 (広島大学総合科学部)】 
日本のシンクタンク情報 <研究機関情報> <研究成果情報> 総合研究開発機構(NIRA) 政策研究情報センター  【島津千登世  ()】 
日本のローマ法 吉原 達也  【吉原 達也 (広島大学法学部)】 
日本列島基盤岩類物性データベース 産業技術総合研究所 地質情報研究部門 地球物理情報研究グループ  【大熊茂雄 (産業技術総合研究所

地質情報研究部門)】 
人間科学研究 北見工業大学附属図書館  【 (北見工業大学付属図書館)】 
ネパール写真データベース 南 真木人  【 ()】 
ネパール村落民族誌 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
幕末・明治期日本古写真超高精細画像データベース   【 ()】 
幕末・明治期日本古写真データベース 長崎大学附属図書館  【 (長崎大学附属図書館 )】 
八戸工業大学図書館蔵書目録検索データベース 八戸工業大学図書館・情報事務室  【小比類巻 光子 (八戸工業大学 図書館･情報事務室)】 
羽原文庫目録 東京海洋大学附属図書館学術情報係  【 ()】 
浜松大学附属図書館蔵書目録 OPAC 浜松大学附属図書館  【 ()】 
パリ講和会議資料データベース パリ講和会議資料データベース作成委員会  【 (立命館大学 図書館ｻｰﾋﾞｽ課)】 
比較・国際教育情報データベース 日本比較教育学会  【 ()】 
比較法雑誌所収記事データベース 中央大学法学部文献情報センター  【 ()】 
比治山大学図書館蔵書目録データベース 比治山大学図書館  【 ()】 
美術関係図書データベース 東京文化財研究所 企画情報部  【 ()】 
秀明大学図書館蔵書目録データベース 秀明大学図書館  【 ()】 
一橋大学附属図書館所蔵資料データベース 一橋大学附属図書館  【 (一橋大学附属図書館 情報推進課図書館ｼｽﾃﾑ主担当)】 
兵庫教育大学修士論文概要データベース 兵庫教育大学学校教育研究センター  【古川雅文 (兵庫教育大学学校教育研究ｾﾝﾀｰ)】 
兵庫教育大学修士論文論題データベース 兵庫教育大学教育研究支援部学術情報課  【 ()】 
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兵庫教育大学博士論文論題データベース 兵庫教育大学教育研究支援部学術情報課  【 ()】 
兵庫教育大学附属図書館教育実践資料データベース 兵庫教育大学教育研究支援部学術情報課  【 ()】 
標本資料目録データベース 国立民族学博物館  【 ()】 
広岡キミヱ文庫目録 大阪千代田短期大学図書館  【 ()】 
広島外国語研究、視聴覚教育研究、オンライン型語学学習 広島大学外国語教育研究センター  【村上 久恵 (広島大学外国語教育研究ｾﾝﾀｰ)】 
広島経済大学図書館所蔵 図書・雑誌目録データベース 広島経済大学図書館  【辻 水衣 (広島経済大学図書館)】 
びわ湖情報データバンク 滋賀県琵琶湖研究所  【 (滋賀県琵琶湖研究所 情報管理部門)】 
フェリス女学院大学附属図書館蔵書検索システム フェリス女学院大学附属図書館  【 ()】 
福井県自然災害データベース 福井大学 教育地域科学部 地学教室  【山本 博文 (福井大学教育地域科学部 地学教室)】 
福井工業大学蔵書目録データベース 福井工業大学図書館  【 ()】 
福岡大学図書館ローマ法大全画像データベース 福岡大学図書館  【長岡 啓司 (福岡大学図書館)】 
福岡大学図書館ローマ法大全ゲバウェル&シュパンゲンベルク版「学説類集」画像
データベース 

福岡大学図書館  【長岡 啓司 (福岡大学図書館)】 

福岡大学図書館ローマ法大全ゲバウエル&シュパンゲンベルク版「新勅法類集」
画像データベース 

福岡大学図書館  【長岡 啓司 (福岡大学図書館)】 

福岡大学図書館ローマ法大全ゲバウエル&シュパンゲンベルク版「勅法類集」画
像データベース 

福岡大学図書館  【長岡 啓司 (福岡大学図書館)】 

福岡大学図書館ローマ法大全ゲバウェル&シュパンゲンベルク版「法学提要」画像
データベース 

福岡大学図書館  【 ()】 

服装・身装文化(コスチューム)データベース 国立民族学博物館久保研究室(1995年度までは大丸研究室)と大阪樟蔭女子大学高橋研究室。データ分析お
よび構造設計はMCDプロジェクトが行った。  【 ()】 

付属図書館データベース 京都外国語大学付属図書館  【 ()】 
仏教東漸～大谷探検隊収集資料 古典籍デジタルアーカイブ研究センター  【 ()】 
福建系漢民族の民間信仰データベース/福建省編 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
古写真データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
文化女子大学図書館 OPAC資料検索 文化女子大学図書館  【尾崎 弘美 (文化女子大学図書館)】 
文化女子大学図書館(文化学園図書館)貴重書画像データベース 文化女子大学図書館  【柳沼 恭子 (文化女子大学図書館)】 
文京学院大学紀要掲載論文データベース(仮称) 文京学院大学 ふじみ野図書館  【大橋良司 (文京学院大学 ふじみ野図書館)】 
文献情報データベース 国立女性教育会館  【 (国立女性教育会館女性教育情報ｾﾝﾀｰ)】 
平安京都名所図会データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
放射線安全研究成果情報データベース 放射線医学総合研究所  【 ()】 
法政大学大原社会問題研究所 電子図書館・資料館 法政大学大原社会問題研究所  【鈴木 玲 (法政大学大原社会問題研究所)】 
法務省白書等データベース 法務省法務総合研究所  【 (法務省法務総合研究所研究部)】 
法律図書館連絡会加盟館一覧 富山大学経済学部資料室  【谷川 裕子  (富山大学経済学部資料室)】 
法律文献略称表 富山大学経済学部資料室  【織田 松美  (富山大学経済学部資料室)】 
法令判例資料室所蔵目録データベース 富山大学経済学部資料室  【谷川 裕子  (富山大学経済部資料室 )】 
北大法学研究科 ジュニア・リサーチ・ジャーナル 既刊目次 北海道大学法学部・大学院法学研究科 法令判例新刊雑誌室  【堀江 雅子 (北海道大学法学部･大学院法

学研究科 法令判例新刊雑誌室)】 
北大法学部ゼミ論集既刊目次(仮称) 北海道大学法学部・大学院法学研究科 法令判例新刊雑誌室  【堀江 雅子 (北海道大学法学部･大学院法

学研究科 法令判例新刊雑誌室)】 
北大法学論集 既刊目次 北海道大学法学部・大学院法学研究科 法令判例新刊雑誌室  【澤田 美喜子 (北海道大学法学部･大学院

法学研究科 法令判例新刊雑誌室)】 
星稜女子短期大学図書館蔵書目録データベース 星稜女子短期大学図書館  【 ()】 
補聴器データベース 2006 中川辰雄  【 ()】 
北海道大学学位論文目録データベース   【杉田茂樹 (北海道大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ課)】 
マダガスカル研究 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
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松本大学図書館所蔵資料検索システム 松本大学図書館  【 ()】 
水俣病関係資料 熊本大学学術資料調査研究推進室  【 ()】 
水俣病に関する熊本大学医学部の研究論文等の目録 熊本大学学術資料調査研究推進室  【 ()】 
南アジア文献検索データベース   【 ()】 
都年中行事画帖 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
宮崎学園図書館所蔵資料データベース 宮崎国際大学、宮崎女子短期大学  【小橋智子 (宮崎学園図書館)】 
民事判決原本データベース 民事判決原本データベース作成協議会 会長 合庭 惇  【情報管理施設 情報課 ｼｽﾃﾑ管理係 (国際日本文

化研究ｾﾝﾀｰ)】 
「民族學研究」データベース   【 ()】 
民俗誌 上野和男  【 ()】 
民族薬物データベース 富山大学和漢医薬学総合研究所民族薬物データベース作成委員会  【小松 かつ子 (富山大学和漢医薬学

総合研究所附属民族薬物研究ｾﾝﾀｰ)】 
村崎凡人記念図書館オンライン目録検索(仮称) 図書館(徳島校)  【牧尾 裕 (徳島文理大学徳島校)】 
明治以降外国語教科書データベース 外国語教科書データベース作成委員会  【江利川 春雄 (外国語教科書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会)】 
目録データベース(仮称) 神戸学院大学図書館  【木村裕之 (神戸学院大学図書館)】 
望月文庫往来物目録・画像データベース 東京学芸大学附属図書館  【 (東京学芸大学附属図書館)】 
森修文庫和書目録検索データベース 神戸女子大学図書館  【 ()】 
森戸文庫画像データベース 森戸文庫データベース作成グループ  【学術情報ｼｽﾃﾑ企画主担当 (広島大学図書館学術情報企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
夜間主コース図書室所蔵図書データベース 富山大学経済学部資料室  【谷川 裕子  (富山大学経済学部資料室 )】 
山口大学学術機関リポジトリ 山口大学情報環境部  【 ()】 
山口県文書館所蔵文書目録データベース 山口県文書館  【 ()】 
郵政研究所研究成果 郵政総合研究所  【 (日本郵政公社 経営企画部門 郵政総合研究所 調査分析部)】 
横浜国立大学研究者総覧 横浜国立大学評価委員会  【 ()】 
横浜国立大学附属図書館画像データベース 社会科学特殊コレクション及び画像データベース作成委員会  【図書館企画係 (横浜国立大学附属図書館)】 
予備的 LCAのための 4000品目環境負荷データベース(仮称) 物質・材料研究機構 エコマテリアル研究センター 環境循環材料グループ  【井島 清 (物質･材料研究機構 

ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ研究ｾﾝﾀｰ 軽量環境材料ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
酪農学園大学・酪農学園大学短期大学部附属図書館目録データベース 酪農学園大学・酪農学園大学短期大学部附属図書館  【照井 俊秀 (酪農学園大学附属図書館)】 
ラフカディオ・ハーン コレクションデータベース 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
理科教材データベース 岐阜大学教育学部理科教育講座(地学)  【川上紳一 (岐阜大学教育学部)】 
リサーチ アンド メディア ライブラリー オンライン目録検索(仮称) 図書館(香川校)  【湯浅 大二郎 (徳島文理大学香川校図書館)】 
立正大学蔵書目録 立正大学情報メディアセンター 学術情報サービス課  【水上 裕子 (立正大学情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 大崎学術情

報ｻｰﾋﾞｽ課)】 
立命館学術情報システム 立命館大学図書館  【鳥井 真木 (立命館大学総合情報ｾﾝﾀｰ衣笠ﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽ課)】 
立命館大学法学部知識ベースサーバ 立命館大学法学部・法学会  【立命館大学法学部事務室 ()】 
龍谷大学古典籍情報システム 古典籍デジタルアーカイブ研究センター  【 ()】 
龍谷大学社会科学研究所 統計・調査資料検索システム 龍谷大学社会科学研究所  【 (龍谷大学 社会科学研究所)】 
龍谷大学社史・団体史・産業史データベース 龍谷大学深草図書館  【 (龍谷大学学術情報ｾﾝﾀｰ深草図書館)】 
龍谷大学蔵書検索システム 龍谷大学学術情報センター  【 ()】 
歴史絵引データベース 東京大学史料編纂所附属 画像史料解析センター  【黒田 日出男 (東京大学史料編纂所 附属画像史料解

析ｾﾝﾀｰ)】 
歴史的空間情報 国際日本文化研究センター 日本都市図データベース作成グループ  【 ()】 
歴博図書目録 国立歴史民俗博物館  【 ()】 
労働統計データベース 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 情報解析部  【情報解析部 情報解析課 ( 独立行政法人労働政策

研究･研修機構)】 
労働問題文献データベース 法政大学大原社会問題研究所  【若杉 隆志 (法政大学大原社会問題研究所)】 
ローマ法大全とその周辺 福岡大学図書館  【長岡 啓司 (福岡大学図書館)】 
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論文データベース 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 調査部資料センター  【調査部 資料ｾﾝﾀｰ (独立行政法人 労働政
策研究･研修機構)】 

わが国の法学関係文献の検索ツール(抄) 門昇  【 ()】 
和歌山大学経済学部刊行紀要データベース 和歌山大学経済学部経済研究所  【 ()】 
和歌山大学経済学部経済研究所 蔵書検索サービス 和歌山大学経済学部経済研究所  【 ()】 
和光大学附属梅根記念図書館所蔵目録データベース 和光大学附属梅根記念図書館  【沢里冬子 (和光大学附属梅根記念図書館)】 
和雑誌目録 富山大学経済学部資料室  【織田 松美  (富山大学経済学部資料室)】 
早稲田大学アルフレッド・シュッツ文庫データベース 早稲田大学那須研究室内早稲田大学シュッツ文庫  【那須 壽 (早稲田大学)】 
早稲田大学アルフレッド・シュッツ文庫データベース 早稲田大学那須研究室内早稲田大学シュッツ文庫  【那須 壽 (早稲田大学)】 
早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ・コレクション 早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ室  【 (早稲田大学演劇博物館)】 
早稲田大学図書館蔵中国刊行モンゴル文文献目録 早稲田大学モンゴル研究所  【吉田 順一 (早稲田大学 文学部)】 
ヘルン文庫「和装本画像データベース」   【 ()】 
稚内北星学園大学紀要 稚内北星学園大学紀要編集委員会  【 ()】 
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5. 自然科学 
データベースの名称 作成者の名称 【問い合わせ先 氏名 （大学・機関名等） 】 

10GHz銀河面電波サーベイ 半田利弘・祖父江義明  【半田利弘･祖父江義明 (東京大学 大学院理学系研究科 附属天文学教育研究ｾﾝ
ﾀｰ)】 

2001年度版 心身障害学系・教官研究活動データベース 心身障害学系(発行者:中村満紀男、作成者:小畑文也)  【発行者:中村満紀男､作成者:小畑文也 (筑波大学
心身障害学系)】 

210度地磁気データ 210 度地磁気データベース作成委員会(代表:湯元清文)  【塩川 和夫 (名古屋大学太陽地球環境研究所/九
州大学理学部地球惑星科学科)】 

3次元医薬品構造データベース(3D Pharmaceutical Structure Database) 東京薬科大学薬学部第二薬化学教室  【土橋 朗 (東京薬科大学薬学部第二薬化学教室)】 
5000m航空磁気測量データベース(仮称) 国土交通省国土地理院  【物理測地課 (国土地理院 測地部)】 
7th HDLA Workshop Listed by FCM 杏林大学医学部共同研究施設フローサイトメトリー部門  【高橋 良 (杏林大学医学部共同研究施設ﾌﾛｰｻｲﾄﾒ

ﾄﾘｰ部門)】 
abstracts SLAC  【 ()】 
AM 核融合科学研究所 連携研究推進センター  【村上泉 (核融合科学研究所)】 
Ancient Genome Ensyclopedia(古代 DNAデータベース) 国立遺伝学研究所集団遺伝研究部門 斎藤成也(代表)  【 ()】 
APASD (Asian-Pacific Alien Species Database) 農業環境技術研究所 生物環境安全部  【 ()】 
Backscattering Coefficients of light ions from solids 核融合科学研究所 連携研究推進センター  【加藤太治 (核融合科学研究所)】 
Bacteriology Insight Orienting System Species2000 Asia Oceania/国立環境研究所環境研究基盤技術ラボラトリー  【志村 純子 (国立環境研究

所)】 
BGPlants 研究用植物データベース作成グループ  【 ()】 
Campus Square for library 新日鉄ソリューションズ(株)大分支社  【小野永子 (大分県立看護科学大学 附属図書館)】 
CARD R-BASE 熊本大学生命資源研究・支援センター動物資源開発研究部門(CARD)  【 ()】 
CHARGE TRANSFER DATABASE 核融合科学研究所 連携研究推進センター  【村上 泉 (核融合科学研究所)】 
Collected Papers データベース 九州大学附属図書館  【 ()】 
CONF SLAC 及び基研  【 ()】 
Data Archives and Transfer System 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部宇宙科学情報解析センター  【海老澤 研 (宇宙航空研究開発機

構宇宙科学研究本部宇宙科学情報解析ｾﾝﾀｰ)】 
Database on Japanese Radiolarian Type specimens 八尾, 昭  【 ()】 
Data base of information on the documents and materials in natural 

disaster science 
京都大学防災研究所附属巨大災害研究センター  【 ()】 

Database of Transcription Start Sites 東京大学医科学研究所  【 ()】 
dbQSNP 九州大学生体防御医学研究所遺伝情報実験センターゲノム構造学分野  【 ()】 
Defect Dat@base 筑波大学知的コミュニティ基盤研究センター:知の環境基盤研究部門  【 ()】 
Department Tour(仮称) 山村 重雄  【山村 重雄 (東邦大学薬学部)】 
Dictyostelium cDNA Database Dictyostelium cDNA Project in Japan  【漆原 秀子 (筑波大学 大学院 生命環境科学研究科)】 
自然植生の純一次生産力と農業気候資源の分布図 清野 豁  【 ()】 
DNA Data Bank of Japan 国立遺伝学研究所生命情報・DDBJ研究センター  【 ()】 
Ecosystem Database 農業環境技術研究所 地球環境部 フラックス変動評価チーム  【 ()】 
Electron-molecule Collision DataBase 核融合科学研究所 連携研究推進ｾﾝﾀｰ  【 ()】 
EPR in Semiconductors 筑波大学知的コミュニティ基盤研究センター:知の環境基盤研究部門  【 ()】 
Exos-D Science Database 宇宙科学研究所「あけぼの」研究班  【松岡 彩子 (宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部宇宙ﾌﾟﾗｽﾞﾏ研

究系)】 
EXPERIMENTS SLAC  【 ()】 
Extremo Base(極限微生物ゲノムデータベース) 海洋科学技術センター極限環境生物フロンティア研究システム  【高見 英人､ 高木 善弘､ 松井 里美 (海洋

科学技術ｾﾝﾀｰ極限環境生物ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究ｼｽﾃﾑ)】 
FAMSBASE 長浜バイオ大学バイオサイエンス学部特別客員教授郷通子,北里大学薬学部教授梅山秀明  【 ()】 
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FishPix 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
FUSION 核融合科学研究所 連携研究推進センター  【村上泉 (核融合科学研究所)】 
GAMMA10実験データベース(仮称) 筑波大学プラズマ研究センター  【 ()】 
GBIF菌類データーベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
GEWEX Asian Monsoon Experiment Asian Automatic Weather Station 

Network Database 
GAME-AAN Working Group  【 ()】 

GTOP(Genome TO Protein structure and function) 西川 建  【西川 建 (国立遺伝学研究所 生命情報･DDBJ研究ｾﾝﾀｰ 大量遺伝情報研究室)】 
Heavy particle-molecule Collision database 核融合科学研究所 連携研究推進センター  【 ()】 
HEP スタンフォード線形加速器センター(SLAC)、ドイツ電子シンクロトン研究所(DESY)、高エネルギー研、基研他  

【 ()】 
HEPNAMES SLAC  【 ()】 
Het-PDB Navi 長浜バイオ大学バイオサイエンス学部特別客員教授郷通子  【 ()】 
Human ABC Transporter Genes Database 東京工業大学大学院生命理工学研究科 石川智久研究室  【 ()】 
IAMカルチャーコレクションデータベース(仮称) 東京大学分子細胞生物学研究所 細胞機能情報研究センター  【横田 明 (東京大学分子細胞生物学研究

所)】 
INST SLAC  【 ()】 
Institute for Materials Research (IMR) KIND Database Institute for Materials Research, Tohoku University  【 ()】 
Jarray Seismogram Data Sets 東京大学地震研究所  【 ()】 
JHES 日本ハンドサーチエレクトロニックサーチ研究会  【 ()】 
KDC Lib OPAC(仮称) 神奈川歯科大学図書館  【 ()】 
KENKYUSHA ONLINE DICTIONARY 研究社  【 ()】 
KISS for Preprints 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 総務部 総務課 図書係  【総務課図書係  (大学共

同利用機関法人 高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 )】 
KOKYUROK(講究録)データベース 京都大学数理解析研究所  【図書掛 (京都大学数理解析研究所)】 
KOUBO 京都大学基礎物理学研究所  【計算機室 (京都大学基礎物理学研究所)】 
Lattice QCD Archive 筑波大学計算科学研究センター  【 ()】 
LIPID BANK for Web   【 ()】 
メダカ・ホームページ メダカ.データベース.グループ  【堀 寛 (名古屋大学大学院理学研究科)】 
MTデータ(magnetotelluric data) 国土交通省国土地理院  【 ()】 
NEWHEPTH 京都大学基礎物理学研究所  【計算機室 (京都大学基礎物理学研究所)】 
NICT研究成果公開システム 情報通信研究機構  【 (独立行政法人 情報通信研究機構 総合企画部 知財･産学連携室)】 
NIFS DATABASE Cordination Research Center in NIFS  【 ()】 
NISTEP REPORTおよび調査資料他 文部科学省科学技術政策研究所  【石黒 裕康 (文部科学省科学技術政策研究所総務課)】 
NSSDC HINOTORI DATA(米国航空宇宙局 NSSDCのWeb site参照) 小山孝一郎 (宇宙航空研究開発機構)  【小山孝一郎 (宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部)】 
超高速大気イメージングデータ 名古屋大学太陽地球環境研究所・電磁気圏環境部門  【 ()】 
Papers in Meteorology and Geophysics 気象庁気象研究所 企画室  【 ()】 
Petri Net Pathways 山口大学理学部附属生命パスウェイ解析センター・データベース作成グループ  【 ()】 
Photon Factory Publication Database 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 放射光科学研究施設  【森史子  (大学共同利用機

関法人 高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 物質構造科学研究所 )】 
Photon Factory 学位論文データベース 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 放射光科学研究施設  【山崎多鶴子  (大学共同利

用機関法人 高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 物質構造科学研究所 )】 
PICMSデータベース 京都大学数理解析研究所  【図書掛 (京都大学数理解析研究所)】 
「POSEIDON」の実海域実験データ 海上技術安全研究所 海洋部門 海洋資源利用研究グループ  【大川 豊 (独立行政法人海上技術安全研究

所 海洋部門 海洋資源利用研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
Review Articles in Molecular Bioscieuces RAMBIOS刊行会  【 ()】 
RICE PIPELINE - KOME 農業生物資源研究所  【 ()】 
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RIMS-DB 京都大学数理解析研究所  【図書掛 (京都大学数理解析研究所)】 
RIMSデータベース 京都大学数理解析研究所  【 ()】 
Rust flora of Japan 植物寄生菌研究グループ  【柿嶌眞 (筑波大学生命環境科学研究科)】 
SAGE法による遺伝子発現プロファイル 本大学大学院医学系研究科分子予防医学教室  【橋本 真一 (東京大学大学院医学系研究科分子予防医学

研究室)】 
SATellite Image Archive for Network 東京大学生産技術研究所喜連川研究室  【 ()】 
SATellite Image Archive for Network Institute of Industrial Science, University of Tokyo, Kitsuregawa laboratory  【 ()】 
Sex Pheromone of Moths 東京農工大学大学院 BASE 安藤哲  【 ()】 
Silkbase Bombyx Genome Database Woking Group  【 ()】 
SMAD@ERI 東京大学地震研究所地震火山災害部門  【 ()】 
SPARROW -Publication List- 岡山大学薬学部教官  【御船 正樹 (岡山大学薬学部)】 
SPIRES 京都大学基礎物理学研究所  【 ()】 
SPring-8 Research Frontiers(研究ハイライト) (財)高輝度光科学研究センター 利用業務部  【 (財団法人 高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部)】 
SPring-8 User Experiment Report (財)高輝度光科学研究センター  【 ()】 
SPring-8 年報 (財)高輝度光科学研究センター  【図書情報課 ()】 
SPring-8論文発表等登録・検索データベース (財)高輝度科学研究センター 利用業務部 図書情報課  【 (財団法人 高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ利用業務部

図書情報課)】 
SPUTTERING YIELDS OF MONATOMIC SOLIDS DATABASE 核融合科学研究所 連携研究推進センター  【加藤太治 (核融合科学研究所)】 
STEP極域磁場・オーロラ広域観測データ 林 幹治  【荻野 竜樹 (名古屋大学太陽地球環境研究所)】 
STUDY-RS MLキーワード検索 STUDY-RS ML参加者  【森山 雅雄 (長崎大学工学部情報ｼｽﾃﾑ工学科)】 
Super DARN SENSU Detabase(仮称) 国立極地研究所 宙空圏研究グループ  【佐藤 夏雄 (国立極地研究所)】 
SUPERCON(超伝導材料情報データベース) 物質・材料研究機構材料基盤情報ステーション  【山崎政義 (物質･材料研究機構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】 
THE PENGUINESS BOOK: A DATABASE OF DIVING RECORDS Yan Roper-Coudert  【 ()】 
Tohoku Molten Salts Data Base Janz, George J.  【山村力 (東北大学大学院工学研究科金属工学専攻山村研究室)】 
Tools on Number Theory Web 中村憲  【中村憲 (首都大学東京大学院理工学研究科数理情報科学専攻)】 
Video-learning Channel 名古屋大学 情報メディア教育センター  【西野隆典 (名古屋大学 情報ﾒﾃﾞｨｱ教育ｾﾝﾀｰ)】 
VISITOR 京都大学基礎物理学研究所  【計算機室 (京都大学基礎物理学研究所)】 
WFCC-MIRCEN World Data Centre for Microorganisms 国立遺伝学研究所生命情報・DDBJ研究センター データベース運用開発研究室  【菅原 秀明 (国立遺伝学

研究所)】 
WHHL/WHHLMIウサギ英文論文リストおよびWHHL/WHHLMIウサギの概要

(仮称) 
塩見 雅志  【塩見 雅志 (神戸大学医学部附属動物実験施設)】 

WHO疫学週報トピックス 神戸大学医学部保健学科感染・疫学情報センター  【宇佐美 眞 (神戸大学医学部保健学科)】 
XDB 基礎生物学研究所 形態形成研究部門  【 ()】 
YOHKOH SXT Daily Images(仮称) ようこうチーム  【小杉健郎 (宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部)】 
YOHKOH SXT Weekly Movies(仮称) ようこうチーム  【小杉健郎 (宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部)】 
Yonago Acta medica online 鳥取大学附属図書館医学部分館  【医学資料係 (鳥取大学附属図書館医学部分館)】 
π-中間子光発生データ・バンク 鵜飼熊太郎、中村輝男  【石川正  (大学共同利用機関法人 高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 計算科学ｾﾝﾀｰ )】 
愛知医科大学医学情報センターデータベース 愛知医科大学 医学情報センター(図書館)  【坪内政義 (愛知医科大学医学情報ｾﾝﾀｰ)】 
愛知学泉大学・愛知学泉短期大学図書館所蔵資料 D.B. 愛知学泉大学・愛知学泉短期大学図書館員  【丹羽 直美 (愛知学泉大学豊田図書館)】 
愛知教育大学蔵書目録 愛知教育大学附属図書館  【 ()】 
アオコをつくる藍藻 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
青森県感染症発生情報 青森県環境保健センター・微生物部  【 ()】 
明石工業高等専門学校蔵書目録データベース 明石工業高等専門学校 図書係  【図書係長 (明石工業高等専門学校図書館)】 
秋田県脳卒中発症登録追跡システム 秋田県脳卒中医の会  【 ()】 
秋田大学医学部医学科全授業シラバス・データベース 秋田大学医学部医学科 社会環境医学講座 医科学情報学分野 中村彰、片平昌幸  【中村 彰 (秋田大学医

学部医学科 社会環境医学講座 医科学情報学分野)】 



 

 － 87 －

アサガオの生理学 新潟大学理学部 和田 清俊  【和田 清俊 (新潟大学理学部生物学科)】 
朝日大学図書館 OPAC 朝日大学図書館  【 (朝日大学図書館 http://library.asahi-u.ac.jp )】 
麻布大学附属学術情報センター所蔵目録(仮称) 麻布大学附属学術情報センター  【 (麻布大学附属学術情報ｾﾝﾀｰ)】 
アジア産シダ染色体データベース 高宮正之(日本シダ学会)  【高宮 正之<br> (熊本大学大学院自然科学研究科<br>)】 
阿南高専図書館蔵書目録データベース 阿南工業高等専門学校  【 ()】 
医学史関連西洋古典文献集成 滋賀医科大学附属図書館  【 ()】 
石川県白山自然保護センター研究報告総目次(仮称) 石川県白山自然保護センター  【野上 達也 (石川県白山自然保護ｾﾝﾀｰ)】 
石川県保健環境センター所蔵図書データベース(仮称) 石川県保健環境センター 情報・教育研修室  【 (石川県保健環境ｾﾝﾀｰ)】 
いしかわ森林図鑑 石川県林業試験場  【 ()】 
石巻専修大学図書館-Online Public Access Catalog 石巻専修大学図書館  【 (石巻専修大学図書館)】 
伊勢湾衛星画像データベース 石田邦光、伊藤政光、落合弘明  【石田 邦光 (鳥羽商船高等専門学校)】 
いでんネット   【藤田 潤 (京都大学医学部分子病診療学)】 
遺伝資源情報データベース(仮称) 国立遺伝学研究所・生物遺伝資源情報総合センター・系統情報研究室  【山崎 由紀子 (国立遺伝学研究所･

生物遺伝資源情報総合ｾﾝﾀｰ･系統情報研究室)】 
遺伝資源データベース 独立行政法人農業生物資源研究所  【白田 和人 (農業生物資源研究所 ｼﾞｰﾝﾊﾞﾝｸ 上席研究官)】 
遺伝性難聴ホームページ 岡山大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 分子耳鼻科研究グループ 福島 邦博  【福島 邦博 (岡山大学医学

部附属病院耳鼻咽喉科)】 
伊藤圭介文庫 名古屋大学附属図書館  【課長補佐 (名古屋大学附属図書館情報ｼｽﾃﾑ課)】 
イネ完全長 cDNAデータベース 農業生物資源研究所  【 ()】 
イネゲノムアノテーションデータベース 農業生物資源研究所  【 ()】 
イネゲノムリソースセンター 農業生物資源研究所  【 ()】 
イネタンパク質構造データベース 農業生物資源研究所  【 ()】 
イネの予測遺伝子データベース 農業生物資源研究所  【 ()】 
イネ発現遺伝子データベース 農業生物資源研究所  【 ()】 
イネプロテオームデータベース 農業生物資源研究所  【 ()】 
イネマイクロアレイサテライト 農業生物資源研究所  【 ()】 
茨城大学蔵書目録データベース 図書館  【 ()】 
癒し・憩い 画像データベース 九州がんセンター医療情報部  【 (九州がんｾﾝﾀｰ医療情報部)】 
医用細胞資源センター細胞株カタログ 東北大学加齢医学研究所医用細胞資源センター  【工藤 俊雄 (東北大学加齢医学研究所 医用細胞資源ｾ

ﾝﾀｰ)】 
医療薬学のためのマルチメディア教材データベース 神戸学院大学 情報処理センター  【片村 正直 (神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ)】 
岩手大学蔵書データベース 岩手大学情報メディアセンター図書館  【情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ図書館資料管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ (岩手大学)】 
インドネシアのスラウェシ島の魚類フィールドガイド 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
インドネシアの浅海性魚類フィールドガイド 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
宇宙航空研究開発機構総合技術研究本部図書館情報検索サービス 宇宙航空研究開発機構本社図書館  【 ()】 
宇宙航空文献検索システム (Aerospace Information Reference system 

External version) 
宇宙航空研究開発機構  【 ()】 

宇宙線世界資料センターデータベース 宇宙線世界資料センター  【野澤 恵 (茨城大学理学部)】 
宇宙線データベース 名古屋大学太陽地球環境研究所宇宙線世界資料センター  【阿部文雄 (名古屋大学太陽地球環境研究所宇

宙線世界資料ｾﾝﾀｰ)】 
宇宙天気概況 九州大学 宙空環境研究センター  【湯元 清文 (九州大学 宙空環境研究ｾﾝﾀｰ)】 
衛生環境研究センター年報調査研究報告 福井県衛生環境研究センター  【 (福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ 健康長寿推進室)】 
奥羽大学図書館所蔵目録データベース 奥羽大学図書館  【 ()】 
近江医学郷土史料電子文庫 滋賀医科大学附属図書館  【 ()】 
大型コレクション「IDC 植物学マイクロフィッシュコレクション「藻類学と藻類」及び参
照文献」目録 

東京海洋大学附属図書館学術情報係  【 ()】 
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大型哺乳類化石データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
オークリッジ原子過程文献データベース 米国オークリッジ国立研究所 原子過程データセンター  【 ()】 
大阪医科大学図書館図書・雑誌所在情報データベース 大阪医科大学図書館  【茂幾 周治 (大阪医科大学図書館)】 
大阪大谷大学図書館蔵書目録データベース 大阪大谷大学図書館  【 (大阪大谷大学図書館)】 
大阪歯科大学図書館目録所在情報データベース 大阪歯科大学図書館  【 ()】 
大阪女子大学附属図書館所蔵目録データベース 大阪女子大学  【 ()】 
大阪市立環境科学研究所研究成果集 大阪市立環境科学研究所  【 ()】 
大阪市立自然史博物館収蔵資料データベース 大阪市立自然史博物館  【 ()】 
大阪信愛女学院短期大学図書館蔵書目録データベース 大阪信愛女学院短期大学図書館  【濱岡賢二 (大阪信愛女学院短期大学図書館)】 
大阪大学大学院医学系研究科組織再生医学分子組織再生分野(旧腫瘍生化学)
教室ホームページ(仮称) 

大阪大学大学院医学系研究科生体生理医学専攻生化学・分子生物学講座分子再生医学分野(旧腫瘍生化学
教室)  【中村 敏一 (大学院医学系研究科組織再生医学分子組織再生)】 

大阪千代田短期大学紀要目次データベース 大阪千代田短期大学図書館  【 ()】 
岡山県工業技術センター報告データベース 岡山県工業技術センター  【 ()】 
岡山県民行動圏調査 岡山大学環境理工学部 統計学グループ  【垂水共之 (岡山大学)】 
沖縄県工業技術情報データベース(仮称) 沖縄県工業技術センター  【照屋 将行 (沖縄県工業技術ｾﾝﾀｰ)】 
小樽商科大学蔵書目録データベース 小樽商科大学附属図書館  【 ()】 
女川地磁気データベース 東北大学大学院理学研究科惑星プラズマ・大気研究センター  【坂野井 健 (東北大学大学院理学研究所惑

星ﾌﾟﾗｽﾞﾏ･大気研究ｾﾝﾀｰ)】 
帯広畜産大学附属図書館オンライン目録検索システム 帯広畜産大学附属図書館  【学術情報課 大平依理子 (帯広畜産大学附属図書館)】 
音楽療法関係文献目録 国立音楽大学音楽研究所音楽療法研究部門(屋部操)  【屋部 操 (国立音楽大学音楽研究所音楽療法研究

部門)】 
温泉・地熱資源賦存データベース 産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門地熱資源研究グループ  【阪口圭一 (産業技術総合研究所 

地圏資源環境研究部門地熱資源研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
海域地質構造データベース 産業技術総合研究所 活断層研究センター海溝型地震履歴研究チーム  【岡村行信 (産業技術総合研究所 

活断層研究ｾﾝﾀｰ)】 
カイコ遺伝子資源データベース カイコ遺伝子資源データベース作成・委員会  【伴野 豊 (九州大学大学院農学研究院)】 
外国雑誌目録データベース 富山大学経済学部資料室  【田中 寛子  (富山大学経済学部資料室 )】 
外国産鉱物標本画像データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
外国産鉱物標本データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
カイコゲノム研究プログラム 農業生物資源研究所  【 ()】 
海産動物プランクトン動画データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
海棲哺乳類情報データベース   【 ()】 
海棲哺乳類頭骨データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
海底岩石データベース 深海研究部  【 ()】 
貝原益軒アーカイブ 中村学園大学図書館  【図書課長 猿渡健一 (中村学園大学図書館)】 
海氷データベース 独立行政法人 海上技術安全研究所 流体部門  【泉山 耕 (独立行政法人海上技術安全研究所流体部門)】 
外部発表データベース 核燃料サイクル開発機構技術展開部  【 ()】 
化学教材データベース 神戸学院大学 薬学部  【片村 正直 (神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ)】 
化学センサーデータベース 化学データベース委員会  【佐藤寿邦  ()】 
核磁気共鳴スペクトルデータベース 豊橋技術科学大学  【阿部英次 (豊橋技術科学大学･知識情報工学系)】 
学術研究業績データベース(仮称) 神奈川大学工学部  【神奈川大学工学部長 (神奈川大学)】 
学術研究論文・解説データベース 財団法人衣笠会繊維研究所  【 ()】 
学術研究論文データベース(仮称) 岩手医科大学教養部生物学教教室  【松政正俊 (岩手医科大学 教養部 生物学教室)】 
学術データベースサービス 京都大学学術情報メディアセンター  【 ()】 
核図表データベース 広島国際大学保健医療学部  【堀口 隆良 (広島国際大学 保健医療学部 診療放射線学科)】 
核物理研究センターの図書オンラインカタログ 核物理研究センター図書委員会  【 ()】 



 

 － 89 －

核四極共鳴スペクトルデータベース 核四極共鳴スペクトルデータ委員会  【 ()】 
科研費研究成果報告書リスト 東京大学薬学図書館  【武部 三枝子 (東京大学薬学図書館)】 
鹿児島工業高等専門学校図書館所蔵目録データベース 鹿児島工業高等専門学校学生課学生支援係  【有薗 俊子 (鹿児島工業高等専門学校 学生課学生支援

係)】 
火山衛星画像データベース 産業技術総合研究所地質情報研究部門地質リモートセンシング研究グループ  【浦井稔 (産業技術総合研究

所地質情報研究部門)】 
火山岩噴出物データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
火山地域航空磁気データベース 国土交通省国土地理院  【物理測地課 (国土地理院 測地部)】 
火山防災データマップ 北海道立地質研究所  【 ()】 
火山防災マップデータベース 北海道大学 宮坂瑞穂  【宮坂瑞穂 (北海道大学 )】 
ガスハイドレート物理的特性データベース 成田 英夫(産総研北海道センター)  【成田 英夫 (独立行政法人産業技術総合研究所北海道ｾﾝﾀｰ)】 
霞ヶ浦データベース 国立環境研究所 地球環境研究センター  【勝本正之 (国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ)】 
霞ケ浦臨湖実験施設気象データベース 国立環境研究所水土壌圏環境研究領域湖沼環境研究室/地球環境研究センター  【 ()】 
化石レプリカデータベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
画像診断データベース 中嶋憲一(利波紀久教授)金沢大学医学部附属病院核医学診療科  【 ()】 
家畜ゲノムデータベース 農業生物資源研究所  【 ()】 
活火山データベース 産業技術総合研究所 地質情報研究部門火山活動研究グループ  【星住英夫 (産業技術総合研究所 地質

情報研究部門火山活動研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ )】 
学校教職員等自作の教材・教具データベース 国立教育政策研究所  【小松幸廣 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
学校における教育実践研究主題データベース 国立教育政策研究所  【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
活水学術情報データベース 活水女子大学図書課  【 ()】 
活水論文集目次情報データベース 活水女子大学図書課  【 (図書課)】 
活断層データベース 産業技術総合研究所 活断層研究センター  【吉岡敏和 (産業技術総合研究所 活断層研究ｾﾝﾀｰ )】 
荷電粒子核反応データベース 日本荷電粒子核反応データグループ  【加藤幾芳 (北海道大学理学部物理学科原子核理論研究室)】 
神奈川県化学物質安全情報提供システム 神奈川県環境科学センター  【岡 敬一 (神奈川県環境科学ｾﾝﾀｰ)】 
神奈川県産業技術センター研究情報ファイル 神奈川県産業技術センター(以下産技センターと略す)  【太田久美子 (企画部企画調整室)】 
神奈川県農林水産情報システム気象情報データベース 神奈川県農業技術センター  【山崎 弘 (神奈川県農業技術ｾﾝﾀｰ 経営情報研究部)】 
神奈川県農林水産情報システム図書情報データベース 神奈川県農業技術センター  【山崎 弘 (神奈川県農業技術ｾﾝﾀｰ 経営情報研究部)】 
神奈川県立保健福祉大学附属図書館所蔵目録データベース 神奈川県立保健福祉大学附属図書館  【 ()】 
神奈川工科大学附属図書館オンライン目録 神奈川工科大学附属図書館  【神山 勇一郎 (神奈川工科大学附属図書館事務課)】 
可変型遺伝子トラップクローンデータベース(EGTC) 荒木 正健  【 ()】 
貨物船観測による二酸化炭素の大気・海洋交換モニタリングデータベース 国立環境研究所地球環境研究センター  【勝本正之 (国立環境研究所 地球環境研究ｾﾝﾀｰ)】 
川下コレクション 北海道産白亜紀アンモナイトデータベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
河村文庫データベース 滋賀医科大学附属図書館  【 ()】 
環境汚染物質の同族体・異性体組成情報データベース 横浜国立大学 環境情報研究院 益永研究室 益永茂樹  【 ()】 
環境情報地図表示 福井県衛生環境研究センター  【 (福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ 健康長寿推進室)】 
環境中の C-14比放射能測定調査データベース 放射線医学総合研究所  【 ()】 
環境中の空間放射線レベルデータベース(阿部) 放射線医学総合研究所  【 ()】 
環境中のトリチウム測定調査データベース 放射線医学総合研究所  【 ()】 
刊行物 DataBase 北海道立林産試験場 企画指導部 普及課 技術係  【企画指導部 普及課 技術係 (北海道立林産試験場)】 
関西医科大学 医学画像データベースシステム 関西医科大学大学情報センター学術部  【 ()】 
関西医大消化器画像データベース 関西医科大学 大学情報センター  【渡辺 淳 (関西医科大学 大学情報ｾﾝﾀｰ学術部)】 
関西医大組織画像データベース 関西医科大学解剖学第 1講座および大学情報センター学術部  【渡辺 淳 (関西医科大学 第一解剖/大学情

報ｾﾝﾀｰ学術部)】 
岩石の偏向顕微鏡画像データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
岩石標本データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
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岩石物性値データベース 産業技術総合研究所 地質情報研究部門  【村田泰章 (産業技術総合研究所 地質情報研究部門)】 
環太平洋地磁気ネットワークデータ 環太平洋地磁気ネットワークデータベース作成委員会  【湯元清文 (九州大学 宙空環境研究ｾﾝﾀｰ)】 
管理栄養士国家試験問題集 中村学園大学栄養科学科  【栄養科学部長 坂田利家 (中村学園大学栄養科学科)】 
幾何計算ソフトウエア 杉原, 厚吉(1948-)  【杉原厚吉 (東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学)】 
機器データベース 埼玉県産業技術総合センター  【 ()】 
技術教育データベース 技術教育研究グループ  【 ()】 
技術資料データベース 核燃料サイクル開発機構技術展開部  【 ()】 
技術/文化の発達史年表 中村彰(秋田大学医学部 社会環境医学講座 医科学情報学分野)  【 ()】 
気象研究所技術報告 気象庁気象研究所 企画室  【 ()】 
気象庁 GPVデータ 筑波大学計算科学研究センター  【 ()】 
寄生虫学雑誌&Parasitology Internationalデータベース 赤尾信明・上村 清  【赤尾 信明 (東京医科歯科大学大学院国際環境寄生虫病学分野)】 
寄生虫標本データベース 九州大学医学部寄生虫学教室 肥後廣夫  【 ()】 
北太平洋の炭素循環 工業技術院情報計算センター  【先端情報計算ｾﾝﾀｰ (独立法人 産業技術総合研究所 つくば中央第 1)】 
北西太平洋(日本周辺海域)海底鉱物資源データベース 産業技術総合研究所地質情報研究部門  【飯笹幸吉 (産業技術総合研究所地質情報研究部門)】 
岐阜県立看護大学蔵書目録データベース 岐阜県立看護大学図書館  【井上貴之 (岐阜県立看護大学 図書館)】 
岐阜工業高等専門学校図書館 蔵書目録データベース 岐阜工業高等専門学校 庶務課学術情報係  【 (岐阜工業高等専門学校 庶務課学術情報係)】 
旧航空宇宙技術研究所研究成果情報 DB検索システム 旧航空宇宙技術研究所図書館  【国本 修平 (宇宙航空研究開発機構)】 
九州看護福祉大学 学術情報データベース(仮称) 九州看護福祉大学附属図書館  【寺井 直子 (九州看護福祉大学附属図書館)】 
九州工業大学情報工学部テクニカルレポートデータベース 九州工業大学附属図書館情報工学部分館  【 ()】 
九州工業大学附属図書館蔵書目録データベース 九州工業大学附属図書館  【 ()】 
九州大学システム情報科学研究院研究内容紹介 興 雄司(九州大学システム情報科学研究院広報委員)  【 ()】 
九州大学大学院システム情報科学紀要アブストラクト集 九州大学大学院システム情報科学紀要編集委員会  【 ()】 
九州大学大学院システム情報科学研究院 研究開発シーズ集 興 雄司(九州大学システム情報)、九州大学大学院システム情報科学研究院 広報委員会  【 ()】 
九州大学大学院システム情報科学研究院における発表論文・講演題目 九州大学大学院システム情報科学紀要編集委員会  【九州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学紀要編集委員会 (九

州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学研究院)】 
九州大学大学院農学研究院イネ系統保存データベース 九州大学大学院農学研究院附属遺伝子資源開発研究センター・植物遺伝子開発分野  【熊丸敏博 (九州大

学大学院農学研究院)】 
共愛学園前橋国際大学図書館図書目録データベース   【 ()】 
教育学系博士・修士学位論文データベース 国立教育政策研究所  【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
教育研究所・教育センター刊行論文データベース 国立教育政策研究所/全国教育研究所連盟  【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
教育研究論文索引 国立教育政策研究所  【吉岡 亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
教育研究論文目録データベース 大阪歯科大学  【 ()】 
教育情報データベース 国立教育政策研究所  【 ()】 
教育資料館「大和のうた」録音資料音声情報データベース 奈良教育大学教育資料データベース作成グループ  【 ()】 
教育資料データベース 奈良教育大学教育資料データベース作成グループ  【藤原 公昭 (奈良教育大学教育実践総合ｾﾝﾀｰ)】 
教育用ソフトウェア情報データベース 国立教育政策研究所  【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
教員業績データベースシステム 北陸先端科学技術大学院大学  【人事係 (北陸先端科学技術大学院大学 総務課人事･労務班人事係)】 
教員養成カリキュラム開発研究文献目録(仮称) 東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センター  【岩田 康之 (東京学芸大学 教員養成ｶﾘｷｭﾗﾑ開発

研究ｾﾝﾀｰ)】 
教科書コレクション画像データベース 教科書コレクション画像データベース化プロジェクト  【学術情報ｼｽﾃﾑ企画主担当 (広島大学図書館学術情報

企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
教科書目録情報データベース (財)教科書研究センター  【 ()】 
教材データベース(仮称) 岐阜大学総合情報メディアセンター情報メディア開発研究部門  【村瀬 康一郎 (岐阜大学総合情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝ

ﾀｰ情報ﾒﾃﾞｨｱ開発研究部門)】 
強磁場工学データベース 物質・材料研究機構 強磁場研究センター  【湯山 道也 (物質･材料研究機構 強磁場共用ｽﾃｰｼｮﾝ)】 
教職員研修講座データベース 国立教育政策研究所  【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
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業績集データベース 大阪府立公衆衛生研究所  【 ()】 
京都学園大学図書館蔵書目録データベース 京都学園大学図書館  【大橋勝司 (京都学園大学図書館)】 
京都市産業技術研究所工業技術センター研究報告抄録データベース 京都市産業技術研究所 工業技術センター  【 ()】 
京都大学基礎物理学研究所 セミナー/研究会・その他 京都大学基礎物理学研究所  【計算機室 (京都大学基礎物理学研究所)】 
京都大学総合博物館自然史標本データベース 京都大学総合博物館  【角谷 岳彦 (京都大学総合博物館情報発信系)】 
京都大学蔵書検索システム・京都大学電子図書館システム 京都大学附属図書館  【 ()】 
京都大学附属図書館所蔵 富士川文庫目録 京都大学附属図書館  【 (京都大学附属図書館情報管理課電子情報掛)】 
京都府立医科大学附属図書館蔵書検索(OPAC) 附属図書館  【受入･整理担当 (京都府立医科大学附属図書館)】 
杏林大学図書館オンライン所蔵目録 杏林大学図書館  【児玉 閲 (杏林大学図書館)】 
極域動物標本データベース 国立極地研究所 極域科学資源センター  【 ()】 
極地植物多様性画像データベース 極地生物多様性画像データ作成委員会  【 ()】 
魚類化石データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
魚類写真資料データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
キラリティ・データベース 東北大学多元物質科学研究所 資源変換・再生研究センター反応化学情報研究部  【原田 宣之 (東北大学

多元物質科学研究所 資源変換･再生研究ｾﾝﾀｰ 反応化学情報研究部)】 
近畿大学産業理工学部図書館 図書所蔵目録 近畿大学産業理工学部図書館  【 ()】 
金研、材料データベース 金属材料研究所計算材料学センター長 川添良幸  【川添良幸 (東北大学金属材料研究所計算材料学ｾﾝ

ﾀｰ)】 
近代医学史デジタルアーカイブズ 長崎大学附属図書館  【 (長崎大学附属図書館 医学分館 )】 
釧路工業高等専門学校 紀要論文データベース 釧路工業高等専門学校 庶務課 情報資料係  【 ()】 
久保文庫目録 東京海洋大学附属図書館学術情報係  【 ()】 
クモ学文献検索 独立行政法人国立科学博物館  【 ()】 
倉敷市立短期大学研究情報(仮称) 倉敷市立短期大学及び個人  【永田 桂輔 (倉敷市立短期大学)】 
グラバー図譜データベース 長崎大学附属図書館  【 (長崎大学附属図書館 )】 
グラフィックデータベース:体内残留率・排泄率のモデル予測値 放射線医学総合研究所  【仲野 高志 (放射線医学総合研究所 緊急被ばく医療研究ｾﾝﾀｰ 被ばく線量評価

部)】 
慶應義塾写真データベース 慶應義塾大学  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾒﾃﾞｨｱ担当 (慶應義塾大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ本部)】 
慶應義塾大学医学部 研究業績データベース 慶應義塾大学 医学部  【中村 好孝 (慶應義塾大学 信濃町研究支援ｾﾝﾀｰ)】 
計算複雑流動研究分野 井上 督(東北大学流体科学研究所 計算複雑流動研究分野教授)  【井上 督 (東北大学流体科学研究所)】 
計算物性データベース 独立行政法人物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション  【山崎政義 (独立行政法人物質･材料研究機

構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】 
傾斜量図 国土交通省国土地理院  【地理情報解析研究室 (国土地理院地理地殻活動研究ｾﾝﾀｰ)】 
血液腫瘍画像データベース 九州がんセンター臨床検査科  【 ()】 
血液・腫瘍内科学講座論文データベース 大阪大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科学講座  【板敷 香代 (大阪大学大学院医学系研究科 血液･

腫瘍内科学講座)】 
結晶基礎データベース 独立行政法人物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション  【山崎政義 (独立行政法人物質･材料研究機

構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】 
ゲノムプロフィーリング法による生物同定・分類システム 埼玉大学大学院理工学研究科物質科学部門(機能材料工学コース西垣研究室)  【 ()】 
研究員データベース (財)東京都医学研究機構 東京都臨床医学総合研究所  【米川博通 ()】 
研究概要データベース(仮称) 滋賀県工業技術総合センター  【 (滋賀県工業技術総合ｾﾝﾀｰ)】 
研究業績システム 教育・研究支援事務室  【 ()】 
研究者情報データベース 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 広報部  【広報部 (独立行政法人 労働政策研究･研修機構)】 
研究者データベース 福島県立医科大学  【佐藤和憲 (福島県立医科大学附属学術情報ｾﾝﾀｰ)】 
研究資料検索システム 東京文化財研究所 企画情報部  【 ()】 
研究成果データベース 海洋科学技術センター企画部計画管理課  【企画部計画管理課 中村･吉村/情報業務課 松本 (海洋科学技

術ｾﾝﾀｰ)】 
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研究成果データベース(仮称) (財)日本生物科学研究所 企画学術部  【草薙公一､ (財団法人 日本生物科学研究所)】 
研究データベース(食品総合研究所公開HP) 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 食品総合研究所企画管理部情報広報課  【金井二三子 

(独立行政法人 農業･食品産業技術総合研究機構 食品総合研究所)】 
研究報告総目次 北海道教育大学大雪山自然教育研究施設  【浅川 哲弥 (北海道教育大学 旭川校)】 
研究論文データベース ST研究グループ  【颯田 葉子 (総合研究大学院大学 先導科学研究科 生命体科学専攻)】 
健康・環境・サイエンス 大阪市立環境科学研究所  【 ()】 
健康危害物質別の事例データベース 宮城県保健環境センター 企画情報部  【 ()】 
健康危機事例集 大阪府立公衆衛生研究所  【 ()】 
原子・分子データベース検索表示システム (Atomic and Molecular Data 

Interactive System) 
核融合科学研究所 連携研究推進センター  【村上 泉 (核融合科学研究所)】 

原子力施設付近の環境水トリチウムデータベース(1967年～1980年) 放射線医学総合研究所  【 ()】 
ケンブリッジ結晶構造データベース ケンブリッジ結晶学データセンター  【楠木正己 (大阪大学蛋白質研究所)】 
古医書画像データベース 九州大学附属図書館研究開発室及び医学分館  【 ()】 
高校入試問題データベース 国立教育政策研究所  【坂谷内勝 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
考古学 GISデータベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
麹菌 ESTデータベース 独立行政法人 酒類総合研究所 微生物研究室  【 ()】 
厚生労働科学研究成果データベース 国立保健医療科学院研究情報センター  【 (国立保健医療科学院 研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
酵素一覧 独立行政法人食品総合研究所  【北岡 本光 (独立行政法人食品総合研究所応用微生物部酵素機能研究

室)】 
高層気象台 高層気象台  【 ()】 
高知高専蔵書検索システム 高知工業高等専門学校図書館  【中村 千都世  (庶務課図書係 高知工業高等専門学校)】 
鉱物・岩石・化石標本データベース 九州大学総合研究博物館 松隈明彦  【 ()】 
高分子データベース 独立行政法人物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション  【山崎政義 (独立行政法人物質･材料研究機

構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】 
公立はこだて未来大学情報ライブラリー所蔵目録(仮称) 公立はこだて未来大学情報ライブラリー  【 ()】 
小型哺乳類化石データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
国際蛋白質構造データバンク 米国 RCSB(Research Collaboratory for Structural Bioinformatics)と、ヨーロッパの EBI(European 

Bioinformatics Institute)、大阪大学蛋白質研究所内の PDBj(Protein Data Bank Japan:日本蛋白質
構造データバンク)が、国際組織として wwPDB(World-wide Protein Data Bank)なる組織を 2003年に設
立し、データ収集を協力して行って作成。PDBjは、アジア･オセアニア地区を担当。  【中村春木 (大阪大学
蛋白質研究所附属ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ総合研究ｾﾝﾀｰ)】 

国際武道大学蔵書目録データベース(仮称) 国際武道大学図書館  【 ()】 
国立極地研究所 出版物データベース(仮称) 国立極地研究所 情報図書室  【川村順子 (国立極地研究所 情報図書室)】 
国立極地研究所所蔵資料目録及び出版物データベース 国立極地研究所 情報図書室  【 ()】 
国立極地研究所 取扱地図類(仮称) 国立極地研究所 情報図書室  【川村順子 (国立極地研究所 図書室)】 
国立天文台貴重書目録 国立天文台天文情報センター  【 ()】 
国立天文台太陽活動データベース 国立天文台太陽観測所  【櫻井 隆  ()】 
コケ類タイプ標本コレクション 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
五訂日本食品標準成分表データベース 椙山女学園大学生活科学部 食品機能学研究室  【安本 教傳 (椙山女学園大学 生活科学部)】 
小松短期大学図書館蔵書データベース 小松短期大学図書館  【杉本 三津江 (小松短期大学図書館)】 
暦情報データベース 竹下幸一  【竹下幸一 (東京農業大学生物産業学部)】 
昆虫行動制御天然物質データベース 玉木佳男  【 ()】 
昆虫学文献データベース 昆虫学データベース作成グループ  【多田内修 (九州大学大学院農学研究院昆虫学教室)】 
昆虫目録データベース 九州大学大学院農学研究院昆虫学教室  【多田内修 (九州大学大学院農学研究院昆虫学教室)】 
災害事例データベース 和田 有司  【先端情報計算ｾﾝﾀｰ (独立法人 産業技術総合研究所 つくば中央第 1)】 
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在外日本美術データベース 海外日本美術情報データベースプロジェクト  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝ
ﾀｰ)】 

埼玉県立大学情報センター所蔵目録データベース(仮称) 埼玉県立大学情報センター  【情報ｾﾝﾀｰ (埼玉県立大学)】 
埼玉大学理学部数学科 Saitama Math J.文献抄録 埼玉大学理学部数学科  【 ()】 
サイトカインシグナル伝達経路データベース サイトカインシグナル伝達経路研究会  【野見山 尚之 (熊本大学大学院医学薬学研究部総合医薬科学部門

生体機能病態学講座)】 
サイトカインファミリーデータベース サイトカインシグナル伝達経路研究会  【野見山 尚之 (熊本大学大学院医学薬学研究部総合医学科学部門

生体機能病態学講座)】 
在日本古脊椎動物化石データベース 京都大学理学部地質学鉱物学教室古脊椎動物学研究室  【山本嘉一郎  (京都光華大学人間関係学科 )】 
サイバーユニバーシティ「鷹山」 山形大学  【 ()】 
細胞情報生理学業績集(仮称) 香川大学医学部細胞情報生理学  【徳田 雅明 (香川大学 形態･機能医学講座 細胞情報生理学)】 
材料設計用データベース 東京大学人工物工学研究センターライフサイクル工学部門情報知識学会 CODATA 材料データシステム委員

会  【岩田修一 (東京大学大学院工学系研究科ｼｽﾃﾑ量子工学専攻)】 
材料プロセスにおける形態・構造制御エキスパートシステム 学振未来開拓「異常成長」プロジェクトグループ  【野田 優 (東京大学大学院工学系研究科)】 
佐賀大学医学部研究者紹介ページ 佐賀大学学術情報処理センター・医学サブセンター  【 ()】 
阪本精神病理学研究所蔵書データベース(仮称) 財団法人阪本精神病理学研究所  【 ()】 
さきがけ太陽風、磁場データ(仮称) 小山孝一郎、中川朋子(東北工業大学)、阿部琢美(宇宙航空研究開発機構)  【阿部琢美 (宇宙航空研究開発

機構 宇宙科学研究本部)】 
櫻井コレクション(鉱物) 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
雑誌タイトルデータベース 日本医科大学中央図書館  【殿崎 正明 (日本医科大学中央図書館)】 
雑誌特集記事データベース 日本医科大学中央図書館  【殿崎正明 (日本医科大学中央図書館)】 
薩南諸島データーベース 河合, 渓  【 ()】 
札幌医科大学附属図書館蔵書データベース(仮称) 札幌医科大学附属図書館  【今野穂 (札幌医科大学附属図書館)】 
さび菌(銹菌)類標本 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
様々な温度での金属融体の構造因子データベース 東北大学 多元物質科学研究所 早稲田研究室 物質構造解析グループ  【早稲田 嘉夫 (東北大学 多元物

質科学研究所)】 
サルの定位的MRI脳地図データベース 日本大学医学部・応用システム神経科学(第一生理),自然科学研究機構生理学研究所  【泰羅雅登 (日本大

学総合科学研究所〒102-8275東京都千代田区九段南 4-8-24)】 
産業技術総合研究所 四国センター 図書室情報サービス 産業技術総合研究所 四国センター 産学官連携センター  【北原 洸 (独立行政法人 産業技術総合研究所 

四国ｾﾝﾀｰ)】 
三次元状態図データベース 独立行政法人物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション  【山崎政義 (独立行政法人物質･材料研究機

構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】 
山野美容芸術短期大学研究紀要目録情報 図書館  【 (山野美容芸術短期大学図書館)】 
シームレス地質図データベース 産業技術総合研究所地質情報研究部門  【脇田浩二 (産業技術総合研究所地質情報研究部門)】 
滋賀医大電子ジャーナル 滋賀医科大学  【 ()】 
滋賀医科大学研究業績データベース 滋賀医科大学マルチメディアセンター  【前川 和彦 (滋賀医科大学ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】 
滋賀医科大学研究者総覧 滋賀医科大学マルチメディアセンター  【前川 和彦 (滋賀医科大学ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】 
歯科学報総索引 東京歯科大学学会  【 ()】 
滋賀県立大学環境科学部年報目次(仮称) 滋賀県立大学環境科学部  【 ()】 
地震活動解析システム 東京大学地震研究所地震予知情報センター  【 ()】 
地震波形データベース 東京大学地震研究所地震予知情報センター  【 ()】 
地震・火山・測地資料 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
地震研傭船 地殻構造Webデータベース   【 ()】 
地震データ流通システム 九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究センター  【植平 賢司 (九州大学 大学院理学研究院 

附属地震火山観測研究ｾﾝﾀｰ)】 
地すべり地形分布図データベース/防災科学技術研究所 防災科学技術研究所  【 ()】 
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施設に保存されている研究用植物のデータベース 研究用植物データベース作成グループ  【大井 哲雄 (東京大学大学院理学系研究科附属植物園)】 
自然史系標本データベース(Natural History Speciment DATABASE) 北海道大学総合博物館自然史系標本データベース化促進グループ  【箕浦名知男 (北海道大学総合博物

館)】 
自治医科大学消化器一般外科データベース(仮称) 自治医科大学消化器一般外科  【佐田尚宏 (自治医科大学消化器一般外科学教室)】 
自治医科大学精神医学教室業績目録(英文)(仮称) 自治医科大学精神医学教室  【小林聡幸 (自治医科大学精神医学教室)】 
実験動物データベース 国立大学医学部附属動物実験施設協議会学術情報小委員会  【松本 耕三 (徳島大学大学院ﾍﾙｽﾊﾞｲｵｻｲｴ

ﾝｽ研究部附属動物実験施設)】 
社会福祉文献情報データベース 大阪府立大学人間社会学部  【 ()】 
社会福祉文献情報データベース(長尾文庫) 社会福祉文献情報データベース作成委員会  【 ()】 
獣医寄生虫データベース Veterinary Parasitology Catalogue With Original 

Articles.(VPC) 
動物医学研究会  【奥祐三郎､野中成晃 (北海道大学大学院獣医学研究科動物疾病制御学講座寄生虫学教
室)】 

就実大学・就実短期大学 図書館蔵書目録 就実大学・就実短期大学 図書館  【岡崎 倫子 (就実大学図書館)】 
重力データ 国土交通省国土地理院  【物理測地課 (国土地理院 測地部)】 
淑徳大学附属図書館所蔵目録データベース 淑徳大学附属図書館千葉図書館  【閲覧係ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ担当 (淑徳大学附属図書館千葉図書館)】 
樹木年輪研究会文献一覧 小林 修  【小林 修 (愛媛大学農学部附属演習林米野々森林研究ｾﾝﾀｰ)】 
生涯学習情報サービス・データベース(仮称) 宮崎女子短期大学 生涯学習推進委員会  【日高英幸 (宮崎女子短期大学)】 
消化管医用画像データベース 国立病院九州がんセンター医療情報部  【牛尾 恭輔 (九州がんｾﾝﾀｰ医療情報部)】 
小学校国語教科書掲載作品情報 (財)教科書研究センター  【 ()】 
小学校国語教科書情報 (財)教科書研究センター  【 ()】 
衝撃波研究センターデータベース 衝撃波研究センター  【高山 和喜 (東北大学流体科学研究所)】 
消費者問題文献情報 国民生活センター情報資料館  【 ()】 
情報学研究   【総務･教務掛 (京都大学大学院情報学研究科)】 
消防研究所刊行物検索システム 消防研究所  【 ()】 
消防研究所蔵書検索データベース 消防研究所  【 ()】 
消防防災共通情報データベース 消防研究所  【 ()】 
縄文人骨 CT画像データベース 京都大学大学院理学研究科動物学教室自然人類学研究室  【 荻原直道  (京都大学大学院理学研究科動

物学教室自然人類学研究室)】 
職業能力開発総合大学校図書館蔵書データベース 職業能力開発総合大学校図書館  【 (職業能力開発総合大学校図書館)】 
食は医なり 中村学園大学図書館  【図書課長 猿渡健一 (中村学園大学図書館)】 
食品-医薬品相互作用データベース 城西大学薬学部医療栄養学科  【 ()】 
食品機能性マニュアル 独立行政法人食品総合研究所  【津志田 藤二郎 (独立行政法人食品総合研究所食品機能部長)】 
食品と栄養データベース 食品と栄養データベース作成委員会  【吉村幸雄 (四国大学)】 
植物遺伝資源データベース 佐賀大学農学部遺伝資源学研究室  【 ()】 
植物細菌病の診断と病原細菌の同定に関する情報 西山幸司ほか  【 ()】 
植物図鑑 (筑波実験植物園) 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
植物標本データベース 牧野標本館データベース作成グループ  【 (牧野標本館)】 
植物目録 東北大学大学院理学研究科付属植物園  【鈴木 三男 (東北大学大学院理学研究科付属植物園)】 
女子栄養大学・短期大学部(含 香川栄養専門学校)図書館 LIFEシステム 女子栄養大学・短期大学部(含 香川栄養専門学校)図書館  【小川 禮子 (女子栄養大学図書館)】 
所蔵資料目録データベース(雑誌)   【 ()】 
所蔵資料目録データベース(図書) 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
所蔵図書データベース 大阪府立産業技術総合研究所  【 ()】 
所蔵図書データベース(仮称) 独立行政法人 酒類総合研究所  【 (独立行政法人 酒類総合研究所)】 
飼料作物病害図鑑 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所 畜産温暖化研究チーム  【月星 隆雄 

(独立行政法人農業･食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所 畜産温暖化研究ﾁｰﾑ)】 
深海画像データベース 海洋科学技術センター  【直井純 (海洋科学技術ｾﾝﾀｰ 情報業務部 情報業務課)】 
人骨遺跡データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
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人骨標本コレクション 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
信州大学繊維学部教育研究活動データベース 信州大学繊維学部  【 ()】 
新聞記事見出しによる水俣病関係年表 1956-1971 熊本大学学術資料調査研究推進室  【 ()】 
シンポジウム・研究会・ワークショップの開催記録(農業環境技術研究所) 農業環境技術研究所 研究情報システム専門役  【 ()】 
人類学的資料マルチメディアデータベース 神戸学院大学 人文学部  【片村 正直 (神戸学院大学 情報処理ｾﾝﾀｰ)】 
水産大学校図書館蔵書検索システム(OPAC) 企画情報部 図書課  【 ()】 
水中微小生物図鑑 宮城教育大学環境教育実践センター  【 ()】 
健やか親子 21取り組みのデータベース 主任研究者 山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座 教授 山縣然太朗  【山縣然太朗 (山梨大

学大学院医学工学総合研究部社会医学講座)】 
すばる望遠鏡公開データアーカイブ 国立天文台天文データセンター  【 ()】 
成果情報データベースシステム(JSERV) 核燃料サイクル開発機構技術展開部技術協力課  【岡本英夫 (核燃料ｻｲｸﾙ開発機構技術展開部技術協力

課)】 
生活環境データベース(仮称) 県立新潟女子短期大学生活科学科  【 ()】 
政策研究大学院大学図書館蔵書検索 政策研究大学院大学図書館  【笠原政宏 (政策研究大学院大学 研究支援課情報ｻｰﾋﾞｽ担当)】 
生存圏データベース 京都大学生存圏データベース作成委員会  【 ()】 
生物季節データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
生命システム情報統合データベース KEGG 金久實  【金久實 (京都大学化学研究所)】 
生命理学データベース(仮称) 名古屋大学・生命理学  【本間 道夫 (名古屋大学大学院理学研究科･分子生物)】 
西洋医学史古典文献データベース(野間文庫データベース) 国際日本文化研究センター  【情報管理施設情報課ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
生理活性脂質データベース 湯尾 明(国立国際医療センター研究所)  【湯尾 明 (国立国際医療ｾﾝﾀｰ研究所)】 
聖路加看護大学図書館 聖路加看護大学  【 (聖路加看護大学図書館)】 
聖隷クリストファー大学図書館所蔵目録データベース 聖隷クリストファー大学図書館  【 (聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学図書館)】 
世界地質図索引図データベース 産業技術総合研究所 地質調査情報センター 地質資料管理室  【中澤都子 (産業技術総合研究所 地質調

査情報ｾﾝﾀｰ)】 
絶滅危惧地衣類一覧 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
瀬戸内海海藻類標本データベース   【 ()】 
セミナー開催記録 (農業環境技術研究所) 農業環境技術研究所 広報情報室  【 ()】 
仙台数論小研究集会 田谷, 久雄  【田谷 久雄 (東北大学大学院情報科学研究科)】 
造岩鉱物の偏向顕微鏡画像データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
蔵書検索 附属図書館  【 ()】 
所蔵目録データベース 東京薬科大学情報センター  【黒木 文子 (東京薬科大学 情報ｾﾝﾀｰ)】 
蔵書目録データベース 県立長崎シーボルト大学附属図書館  【 ()】 
宗田文庫図版資料データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
測地・位置天文学 VLBI Mark III型 データベース 国土交通省国土地理院(国際 VLBI事業)  【宇宙測地課 (国土地理院 測地部)】 
素粒子・原子核反応でのHBT効果のデータベース 美谷島 實(信大理)、溝口 卓哉(鳥羽高専)、中島 典昭(高知医科大)  【美谷島 實 (信州大学全学教育機

構)】 
ダイオキシン応答性遺伝子データベース 国立環境研究所環境健康研究領域  【 ()】 
ダイオキシン類文献リスト 農林水産省 農業環境技術研究所 農薬動態科  【 ()】 
大気浮遊塵中の放射性核種濃度データベース 放射線医学総合研究所  【 ()】 
ダイズ種子プロテオームデータベース 京都大学大学院農学研究科  【丸山伸之 (京都大学大学院農学研究科)】 
大雪山自然教育研究施設研究報告 Online version 北海道教育大学大雪山自然教育研究施設  【浅川 哲弥 (北海道教育大学旭川校)】 
大雪山の自然 北海道教育大学大雪山自然教育研究施設  【浅川 哲弥 (北海道教育大学旭川校)】 
タイのリボン島の魚類フィルードガイド 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
台風災害データベースシステム 台風災害の長期予測に関する研究グループ  【 ()】 
太陽活動データベース Solar Activity Data Base 国立天文台太陽活動資料解析センター  【柴崎 清登  ()】 
太陽紅炎・フィラメント活動現象 京都大学大学院理学研究科附属天文台  【上野悟 (京都大学大学院理学研究科附属天文台)】 
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太陽地球系物理学データベース STPデータベース作成委員会  【家森俊彦 (京都大学大学院理学研究科地磁気世界資料解析ｾﾝﾀｰ)】 
太陽風速度データベース 名古屋大学太陽地球環境研究所太陽風研究室  【小島 正宜 (名古屋大学太陽地球環境研究所)】 
地衣類一般標本データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
地衣類エキシカータ標本データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
地衣類基準標本データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
地下水データベース 産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門  【丸井敦尚 (産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門)】 
力の定数に関するデータベース 情報知識学会力の定数研究会  【 (自然科学研究機構･岡崎共通研究施設･計算科学研究ｾﾝﾀｰ)】 
地球環境を守るために 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
地球物理データベース 産業技術総合研究所 地質調査情報センター  【大熊茂雄 (産業技術総合研究所 地質情報研究部門地球物

理情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
地磁気データベース(リアルタイムデータも含む)(仮称)   【理学研究科附属地磁気世界資料解析ｾﾝﾀｰ (京都大学理学部地磁気世界資料解析ｾﾝﾀｰ)】 
地磁気測量成果データベース(仮称) 国土交通省国土地理院  【物理測地課 (国土地理院 測地部)】 
地磁気データ 国土交通省国土地理院  【物理測地課 (国土地理院 測地部)】 
地磁気データベース 京都大学大学院理学研究科地磁気世界資料解析センター  【家森俊彦 (京都大学大学院理学研究科地磁気

世界資料解析ｾﾝﾀｰ)】 
地質情報総合メタデータ 産業技術総合研究所 地質調査情報センター地質資料管理室  【渡辺和明 (産業技術総合研究所 地質調査

情報ｾﾝﾀｰ地質資料管理室 )】 
地質標本データベース 産業技術総合研究所広報部地質標本館  【兼子 尚知 (産業技術総合研究所 地質情報研究部門)】 
地震に関連する地下水観測データベース 産業技術総合研究所 地質情報研究部門  【松本則夫,小泉尚嗣 (産業技術総合研究所 地質情報研究部

門)】 
「地層・岩体・火山」事典 産業技術総合研究所 地質情報研究部門  【鹿野 和彦 (産業技術総合研究所 地質情報研究部門)】 
知的所有権の判例データベース 近畿大学産業・法律研究所 播磨良承,高橋秀和  【高橋 秀和 (近畿大学産業･法律情報研究所)】 
地熱ボーリング・コア・データベース 産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門  【玉生志郎 (産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門)】 
千葉県立博物館情報システム 千葉県教育庁生涯学習部文化財課  【中松 満始 (千葉県立中央博物館)】 
千葉大学大学院医学研究院 自律機能生理学・分子統合生理学 千葉大学大学院医学研究院 自律機能生理学・分子統合生理学  【桑木 共之 (千葉大学大学院医学研究

院)】 
地盤データベース 産業技術総合研究所地質研究部門  【鹿野和彦 (産業技術総合研究所地質情報研究部門)】 
中毒情報データベース 山口大学医学部附属病院薬剤部  【神谷 晃 (山口大学医学部附属病院薬剤部)】 
中部 6県域における海溝型地震による震度・液状化危険度情報 岐阜大学流域圏科学研究センター  【 (岐阜大学流域圏科学研究ｾﾝﾀｰ)】 
潮位データ 国土交通省国土地理院  【測地観測ｾﾝﾀｰ地殻監視課地殻監視第三係 (国土地理院)】 
調査研究成果データベース 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 調査部資料センター  【広報部資料ｾﾝﾀｰ (独立行政法人労働政策

研究･研修機構)】 
貯穀害虫・天敵図鑑 独立行政法人 食品総合研究所 流通安全部 食品害虫研究室  【宮ﾉ下 明大 (独立行政法人食品総合研究

所 流通安全部 食品害虫研究室)】 
筑波技術大学 障害者支援学術情報システム 筑波技術大学 学術・社会貢献推進委員会  【 (筑波技術大学)】 
つくば国際短期大学蔵書目録データベース つくば国際短期大学図書館  【 ()】 
筑波実験植物園 園内データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
つくば上空成層圏オゾン鉛直分布データベース 国立環境研究所地球環境研究センター  【勝本正之 (国立環境研究所 地球環境研究ｾﾝﾀｰ)】 
筑波大学 共通体育シバラス 筑波大学 体育センター  【正課体育担当 (筑波大学体育ｾﾝﾀｰ)】 
筑波大学薬理研究業績データベース(仮称) 筑波大学基礎医学系薬理  【桜井 武 (筑波大学基礎医学系薬理)】 
津村コレクションデータベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
データベース : CEReSが提供するデータベース・画像集 千葉大学環境リモートセンシング研究センター  【 ()】 
データベースれきはく 国立歴史民俗博物館管理部  【 ()】 
適応外使用医薬品データベース 社会・情報薬学研究室  【鈴木 潤三 (東京理科大学)】 
テクニカルレポートデータベース 固体地球研究センター(岡山大学)  【神崎 正美 (岡山大学固体地球研究ｾﾝﾀｰ)】 
帝塚山大学図書館・蔵書目録データベース(仮称) 帝塚山大学図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽ係  (帝塚山大学図書館本館 )】 
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電気化学と常温型溶融塩固体化学データベース   【 ()】 
電気通信大学研究者情報総覧 電気通信大学総務部総務課評価・法規係  【 ()】 
電子基準点データ提供サービス 国土交通省国土地理院  【衛星情報係 (国土交通省国土地理院測地観測ｾﾝﾀｰ)】 
電子顕微鏡画像データベース 東北大学多元物質科学研究所 表面プロセス制御研究分野  【進藤大輔 (東北大学多元物質科学研究所)】 
天使大学図書館蔵書目録データベース 天使大学図書館  【 ()】 
天文教育実践事例データベース 「星空観察ネットの広場:教室でできる宇宙の実
験教室」 

宮城教育大学惑星科学研究室  【 ()】 

桐蔭学園図書館総合目録データベース 桐蔭横浜大学大学情報センター(図書館)  【 (桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ)】 
当館所蔵目録(OPAC) 東京女子医科大学図書館  【 ()】 
東京大学総合研究博物館地史古生物部門所蔵 白亜紀アンモナイト類登録標本
データベース 

  【 ()】 

東京大学総合研究博物館データベース   【鵜坂 智則 (東京大学総合研究博物館)】 
東京医科大学図書館データベース(仮称) 東京医科大学図書館  【高野 史子 (東京医科大学図書館)】 
東京医療保健大学蔵書目録データベース 東京医療保健大学図書館  【 ()】 
東京海洋大学附属図書館蔵書目録(OPAC) 東京海洋大学附属図書館学術情報係  【 ()】 
東京学芸大学音楽教育学データベース 筒石 賢昭  【筒石 賢昭 (東京学芸大学音楽学科 )】 
東京家政学院大学蔵書目録データベース(仮称) 東京家政学院大学附属図書館  【野口 豊隆 (東京家政学院大学附属図書館)】 
東京家政大学図書館蔵書検索データベース(仮称) 東京家政大学図書館  【 (東京家政大学図書館)】 
東京歯科大学研究年報 東京歯科大学研究部  【 ()】 
東京歯科大学図書館蔵書データベース 東京歯科大学図書館  【新井 勉 (東京歯科大学図書館)】 
東京大学愛知演習林量水観測結果報告 東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林愛知演習林  【芝野 博文 (東京大学)】 
東京大学医学系研究科学位論文論題データベース 東京大学医学図書館  【 (東京大学医学図書館情報ｻｰﾋﾞｽ掛)】 
東京大学工学系研究科航空宇宙工学専攻図書室所蔵報告類目録 東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻・工学部航空宇宙工学科図書室  【図書室 (東京大学大学

院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科)】 
東京大学泌尿器科症例登録データベース(仮称) 東京大学泌尿器科学教室  【北村唯一 (東京大学泌尿器科)】 
東京理科大学乱流 DNSデータベース(仮称) 東京理科大学理工学部機械工学科(計算科学フロンティア研究センター)河村研究室  【河村 洋 (東京理科大

学 理工学部)】 
統計数理・彙報データベース(仮称) 統計数理研究所 メディア情報室  【 (統計数理研究所)】 
統計数理研究所蔵書目録データベース 図書室  【 (統計数理研究所 統計科学技術ｾﾝﾀｰ 図書室)】 
統合失調症に関する脳内遺伝子発現データベース 那波 宏之  【 ()】 
統合メッシュデータ(仮称) 垂水共之  【垂水共之 (岡山大学)】 
東寺文書悉皆目録及び花押画像データベース 東寺文書データベース作成委員会  【富田 正弘 (富山大学 人文学部)】 
頭足類の顎板による種査定に関するマニュアル 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
東南アジア保健医療統計データベース 大澤清二(東南アジア保険医療統計データベース研究会)  【 ()】 
動物行動映像データベース MOMO委員会  【 ()】 
動物染色体画像データベース 赤澤 宏平  【赤澤宏平 ()】 
東北大学所蔵資料標本データベース(Tohoku University Museum Collection 

Database) 
東北大学所蔵資料標本データベース作成委員会  【佐々木 理 (東北大学総合学術博物館)】 

東北大学多元物質科学研究所 業績データベース(仮称) 東北大学 多元物質科学研究所 広報情報室  【 (東北大学 多元物質科学研究所 広報情報室)】 
東北大学多元物資科学科学研究所 業績データベース(仮称) 東北大学 多元物資科学科学研究所 広報情報室  【 ()】 
東北大学ノア画像データベース 東北大学 東北アジア研究センター  【工藤純一 (東北大学 東北ｱｼﾞｱ研究ｾﾝﾀｰ)】 
東北大学和算ポータル:和算資料全文画像データベース & 和算資料目録データ
ベース 

東北大学附属図書館  【 (東北大学附属図書館)】 

東洋学文献類目データベース 京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究センター  【村田康彦 (京都大学人文科学研究所附属漢字情報
研究ｾﾝﾀｰ)】 

土偶データベース 「土偶とその情報」研究会  【 ()】 
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徳島県文化・学習情報システム博物館データベース 徳島県立博物館  【情報ｼｽﾃﾑ担当 (徳島県立博物館)】 
トクホなど機能性食品データベース 大阪市立環境科学研究所  【森 義明 (大阪市立環境科学研究所食品保健課)】 
徳山高専図書館データベース 徳山工業高等専門学校 図書館  【 (徳山工業高等専門学校図書館)】 
土壌版レッドデータブック 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
土壌保全調査事業等優良成果 農業環境技術研究所 農業環境インベントリーセンター 土壌分類研究室  【 ()】 
土壌モノリスデータベース 農業環境技術研究所 農業環境インベントリーセンター 土壌分類研究室  【 ()】 
図書館管理システム ITフロンティア  【 ()】 
図書館情報 独立行政法人 海上技術安全研究所  【 ()】 
図書館所蔵目録 独立行政法人 放射線医学総合研究所 情報業務室 情報利用推進課 図書・研究情報係  【鵜澤 勝己 (独

立行政法人放射線医学総合研究所 情報業務室 情報利用推進課 )】 
図書館蔵書検索システム 宇宙航空研究開発機構総合技術研究本部図書館  【国本修平 (宇宙航空研究開発機構)】 
図書館蔵書目録検索システム(OPAC) 浜松医科大学附属図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽ係 (浜松医科大学附属図書館)】 
図書雑誌所蔵情報 鶴見大学図書館  【 ()】 
図書・雑誌総合管理等システム 北海道立地質研究所  【 ()】 
図書・雑誌目録 名古屋工業大学附属図書館  【 (名古屋工業大学附属図書館情報基盤係)】 
図書データベース 共栄大学・共栄学園短期大学図書データベース 共栄大学・共栄学園短期大学図書館  【 (共栄大学･共栄学園短期大学図書館)】 
土性図目録 農業環境技術研究所 農業環境インベントリーセンター 土壌分類研究室  【 ()】 
特許情報データベース 核燃料サイクル開発機構技術展開部  【 ()】 
鳥取県産業技術センター研究報告およびとっとり技術ニュース 鳥取県産業技術センター研究報告およびとっとり技術ニュース編集委員会  【柏木秀文 (鳥取県産業技術ｾﾝ

ﾀｰ 研究企画部)】 
鳥取大学付属図書館医学部分所蔵資料目録 鳥取大学付属図書館医学部分館  【 (鳥取大学附属図書館医学部分館医学資料係)】 
苫小牧フラックスリサーチサイトモニタリングデータベース 国立環境研究所地球環境研究センター  【 ()】 
豊田工業高等専門学校図書館蔵書目録検索データベース 豊田工業高等専門学校庶務課図書係  【 ()】 
豊橋技術科学大学 特許情報システム 豊橋技術科学大学 未来技術流動研究センター  【 ()】 
ドリン系殺虫剤に関する情報 農業環境技術研究所 化学環境部有機化学物質研究グループ  【 ()】 
内部被爆線量評価のための代謝データベース 放射線医学総合研究所  【 ()】 
長岡技術科学大学博士論文目次要旨データベース 長岡技術科学大学附属図書館  【 ()】 
長野県食品工業試験場 HOME PAGE 長野県食品工業試験場  【 ()】 
名古屋市立大学蔵書データベース 公立大学法人名古屋市立大学総合情報センター  【 (公立大学法人名古屋市立大学総合情報ｾﾝﾀｰ)】 
名古屋大学医学部・大学院医学系研究科欧文業績録データベース 名古屋大学医学部・大学院医学系研究科欧文業績録編集委員会  【薮本 大明 (名古屋大学附属図書館医

学部分館)】 
名古屋大学学術機関リポジトリ 名古屋大学附属図書館  【 ()】 
名古屋大学学術ナレッジ・ファクトリー 名古屋大学附属図書館  【 ()】 
名古屋大学地震観測網データベース 名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山・防災研究センター  【山崎文人 (名古屋大学大学院環境学

研究科地震火山･防災研究ｾﾝﾀｰ)】 
名古屋大学大学院医学系研究科医療薬学・医学部附属病院薬剤部 名古屋大学大学院医学系研究科医療薬学・医学部附属病院薬剤部  【 (名古屋大学大学院医学系研究科医

療薬学･医学部附属病院薬剤部)】 
名古屋大学放散虫化石データベース 水谷伸治郎、磯貝芳徳、永井ひろ美、小嶋智、足立守  【束田 和弘,及び,水谷伸治郎 (名古屋大学博物館)】 
ナショナルバイオリソースプロジェクト「ラット」 京都大学大学院医学研究科附属動物実験施設  【芹川忠夫 (京都大学大学院医学研究科附属動物実験施

設)】 
納豆研究文献データベース 独立行政法人食品総合研究所  【稲津康弘:微生物制御研究室､伊藤義文:発酵細菌研究室 (独立行政法人

食品総合研究所)】 
奈良教育大学学術情報研究センター教育資料館所蔵資料画像情報データベース 奈良教育大学教育資料データベース作成グループ  【 ()】 
奈良県森林技術センター研究成果文献データベース 奈良県森林技術センター  【 ()】 
奈良県立医科大学所蔵資料データベース 奈良県立医科大学附属図書館  【 ()】 
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奈良先端科学技術大学院大学電子図書館システム 奈良先端科学技術大学院大学附属図書館  【井上敏宏 (奈良先端科学技術大学院大学教育･研究支援部学
術情報課)】 

南極海植物プランクトンデータベース 南極海プランクトンデータベース作成委員会  【 ()】 
南極・固体地球物理学データ 国立極地研究所 地圏研究グループ  【渋谷和雄･金尾政紀･野木義史･土井浩一郎 (国立極地研究所･地圏

研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ/極域研究資源ｾﾝﾀｰ)】 
南極昭和基地周辺の蘚苔類 神田啓史・伊村 智  【 ()】 
南極昭和基地周辺の淡水藻類 大谷修司・神田啓史  【 ()】 
南極昭和基地周辺の地衣類 井上正鉄・神田啓史  【 ()】 
軟骨魚類化石画像データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
軟体動物化石画像データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
軟体動物化石データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
新潟工科大学図書・雑誌データベース(仮称) 新潟工科大学附属図書館  【 (新潟工科大学附属図書館)】 
新潟大学貴重資料データベース 新潟大学附属図書館  【 ()】 
新潟大学歯学部業績一覧 新潟歯学会  【鈴木一郎 (新潟大学歯学部附属病院)】 
新潟大学歯学部歯科補綴学第一講座業績 新潟大学大学院医歯学総合研究科 摂食機能を再建学  【小林博 (新潟大学大学院 医歯学総合研究科 口

腔生命科学専攻 顎顔面再建学講座摂食機能再建学)】 
日米共同エマルション実験研究論文データベース 神戸女子短期大学 浅木森 和夫  【浅木森 和夫 (神戸女子短期大学)】 
日食図・日食計算データベース 竹下幸一  【竹下幸一 (東京農業大学生物産業学部)】 
日本列島及びその周辺域の地温勾配及び地殻熱流量データベース 産業技術総合研究所 地質情報研究部門地殻構造研究グループ  【田中明子 (産業技術総合研究所 地質

情報研究部門地殻構造研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
日本の放散虫研究文献データベース 八尾, 昭  【 ()】 
日本医学物理学会大会演題・発表者データベース 日本医学物理学会,福島県立医科大学医学部物理学講座 小林 恒夫  【小林 恒夫 (福島県立医科大学医

学部物理学講座)】 
日本医科大学図書館 所蔵検索サービス 日本医科大学中央図書館  【 ()】 
日本医科大学図書館 図書・製本雑誌目録データベース 日本医科大学中央図書館  【殿崎 正明 (日本医科大学中央図書館)】 
日本画像データベース 東北大学理学部大気海洋変動観測研究センター  【川村宏 (東北大学大学院理学研究科附属大気海洋変動

観測研究ｾﾝﾀｰ)】 
日本近海の波と風データベース 独立行政法人海上技術安全研究所  【 (独立行政法人海上技術安全研究所辻本 勝､石田 茂資)】 
日本工業大学図書館所蔵目録 日本工業大学図書館  【武井 孝 (日本工業大学図書館)】 
日本語指示詞研究文献一覧 金水 敏  【金水 敏 (大阪大学大学院文学研究科)】 
日本語で書かれた医療人類学関連文献 池田 光穂  【池田 光穂 (熊本大学文学部)】 
ニホンザル野外研究関連文献リスト 霊長類研究所ニホンザル野外観察施設  【渡邉邦夫 (京都大学霊長類研究所)】 
日本産オオアブラムシ属のチェックリスト及び種の検索表 農業環境技術研究所 農業環境インベントリーセンター 昆虫分類研究室  【 ()】 
日本産鉱物標本データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
日本産昆虫学名和名辞書 昆虫学データベース作成グループ  【多田内 修 (九州大学大学院農学研究院昆虫学教室)】 
日本産糸状菌類図鑑 農業環境技術研究所 農業環境インベントリーセンター 微生物分類研究室  【 ()】 
日本産淡水魚類標本データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
日本産淡水魚類分布データベース   【 ()】 
日本産トビコバチ類画像データベース 昆虫学データベース作成グループ・代表 多田内 修  【 ()】 
日本産ハナバチ類画像データベース 昆虫学データベース作成グループ  【多田内 修 (九州大学大学院農学研究院昆虫学教室)】 
日本産変形菌類標本データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
日本産ホトトギス属植物 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
日本主要都市方言音声データベース 日本主要都市方言音声データベース作成委員会  【田原広史 (大阪樟蔭女子大学日本語研究ｾﾝﾀｰ)】 
日本情報地質学会発行雑誌等掲載記事データベース 日本情報地質学会編集委員会  【山本 嘉一郎 (京都光華女子大学 人間関係学部)】 
日本植生体系ウェブサービス 財団法人国際生態学センター  【 ()】 
日本女子体育大学附属図書館蔵書目録 日本女子体育大学附属図書館  【 (日本女子体育大学附属図書館)】 
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日本全国空中磁気データベース 産業技術総合研究所 地質調査情報センター  【中塚 正 (産業技術総合研究所 地質情報研究部門地球物
理情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 

日本地質図データベース 産業技術総合研究所地質調査情報センター  【川畑 晶 (産業技術総合研究所 地質調査情報ｾﾝﾀｰ)】 
日本地質文献データベース 産業技術総合研究所 地質調査情報センター 地質資料管理室  【中澤都子､渡部眞寿美 (産業技術総合研

究所 地質調査情報ｾﾝﾀｰ)】 
日本動物分類学データベース ETIJ  【酒井勝司 (四国大学生物学研究室)】 
日本に在る脊椎動物化石標本のデータベース JAFOV構築作業グループ  【山本 嘉一郎 (京都光華女子大学 人間関係学部)】 
日本のアザミー高山に生きるアザミたちー 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
日本の海藻 100選 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
日本の魚類データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
日本のジオイド 2000(英名 GSIGEO2000) 国土交通省国土地理院  【物理測地課 (国土交通省国土地理院 測地部)】 
日本の植物群落データベース 財団法人国際生態学センター  【 ()】 
日本の無作為化比較試験データベース 無作為比較試験データベース作成委員会  【 ()】 
日本分類学データベース 四国大学生物学研究室  【 ()】 
日本野生植物寄生・共生菌類目録 農業環境技術研究所 農業環境インベントリーセンター 微生物分類研究室  【 ()】 
日本リモートセンシング学会文献データベース 日本リモートセンシング学会 情報委員会  【森山 雅雄 (長崎大学工学部情報ｼｽﾃﾑ工学科)】 
日本列島基盤岩類物性データベース 産業技術総合研究所 地質情報研究部門 地球物理情報研究グループ  【大熊茂雄 (産業技術総合研究所

地質情報研究部門)】 
熱収支・水収支観測データベース 筑波大学陸域環境研究センター  【 ()】 
燃料資源データベース 産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門  【棚橋 学 (産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門)】 
農環研標本館所蔵 タイプ標本データベース 農業環境技術研究所 農業環境インベントリーセンター 昆虫分類研究室  【 ()】 
農業環境研究成果情報 農業環境技術研究所 企画戦略室  【 ()】 
農業気象 徳島県立農林水産総合技術支援センター農業研究所  【 ()】 
農業気象災害/画像情報データベース 山口大学及びメディア教育開発センター  【 (ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ普及促進部教育情報課情報ｼｽﾃﾑ部門)】 
農林水産 DNAバンク 農業生物資源研究所  【 ()】 
野辺山電波へリオグラフ 国立天文台野辺山太陽電波観測所  【柴崎 清登  ()】 
野村鎮コレクション ホロタイプ 画像データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
萩庭さく葉コレクション 萩庭さく葉標本データベース作成会  【池上文雄 (千葉大学環境健康ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ)】 
波照間・落石岬地上ステーションモニタリングデータベース 国立環境研究所地球環境研究センター  【勝本正之･藤沼康実 (国立環境研究所 地球環境研究ｾﾝﾀｰ)】 
浜松大学附属図書館蔵書目録 OPAC 浜松大学附属図書館  【 ()】 
波浪データベース 構造・材料部門 構造基準研究グループ 小川 剛孝  【小川 剛孝 (独立行政法人海上技術安全研究所海上

安全研究領域 耐航･復原性能研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
比較・国際教育情報データベース 日本比較教育学会  【 ()】 
東アジア海域海洋環境モニタリング(瀬戸内海)データベース 国立環境研究所地球環境研究センター  【 ()】 
東・東南アジア地球科学情報データベース 産業技術総合研究所 地質情報研究部門統合地質情報研究グループ  【脇田浩二 (産業技術総合研究所 

地質情報研究部門統合地質情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
微化石タイプ画像データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
微化石標本データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
比治山大学図書館蔵書目録データベース 比治山大学図書館  【 ()】 
微生物インベントリー 農業環境技術研究所 農業環境インベントリーセンター 微生物分類研究室  【 ()】 
微生物ゲノムデータベース 微生物ゲノムデータベース構築グループ  【森 浩禎 (奈良先端科学技術大学院大学遺伝子教育研究ｾﾝ

ﾀｰ)】 
羊ヶ丘の気象データ 北海道農業研究センター寒地温暖化研究チーム  【村田 竜一 (北海道農業研究ｾﾝﾀｰ情報広報課)】 
ヒト Germline遺伝子・染色体検査オンラインデータベース 京大病院遺伝子診療部 小杉 眞司  【小杉 眞司 (京都大学遺伝子診療部)】 
ヒト胎児(連続切片)標本 名古屋大学医学部  【 ()】 
皮膚科疾患名リスト 兵庫医科大学皮膚科学教室  【 ()】 
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病原細菌データベース 病原細菌データベース作成委員会  【後藤 俊幸 (京都大学医学部保健学科)】 
兵庫教育大学修士論文概要データベース 兵庫教育大学学校教育研究センター  【古川雅文 (兵庫教育大学学校教育研究ｾﾝﾀｰ)】 
兵庫教育大学附属図書館教育実践資料データベース 兵庫教育大学教育研究支援部学術情報課  【 ()】 
兵庫県立工業技術センターデータベース 兵庫県立工業技術センター  【園田司 (兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰ技術支援部)】 
病理学画像データベース 愛知学院大学歯学部病理学講座  【前田 初彦 (愛知学院大学歯学部病理学講座)】 
広島外国語研究、視聴覚教育研究、オンライン型語学学習 広島大学外国語教育研究センター  【村上 久恵 (広島大学外国語教育研究ｾﾝﾀｰ)】 
びわ湖情報データバンク 滋賀県琵琶湖研究所  【 (滋賀県琵琶湖研究所 情報管理部門)】 
琵琶湖の湖流と水温のデータベース 遠藤修一(滋賀大学教育学部)  【 ()】 
ファインセラミックス生データ・データベース (財)ファインセラミックスセンター  【大熊英夫 ()】 
福井県工業技術センター機器設備情報 福井県工業技術センター  【情報ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ (福井県工業技術ｾﾝﾀｰ情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ部)】 
福井県自然災害データベース 福井大学 教育地域科学部 地学教室  【山本 博文 (福井大学教育地域科学部 地学教室)】 
福井県地質文献データベース 福井大学教育地域科学部 地学教室  【山本 博文 (福井大学教育地域科学部 地学教室)】 
福井工業大学蔵書目録データベース 福井工業大学図書館  【 ()】 
福井地域地盤データベース 福井地域環境研究会地盤分科会  【 ()】 
福岡大学医学紀要 福岡大学研究推進部研究支援課  【御厨武 (福岡大学研究推進部研究支援課)】 
複雑系科学に関する情報発信(試験運用中) 京都大学大学院情報学研究科複雑系科学専攻  【複雑系科学専攻:宮崎修次 (京都大学大学院情報学研究

科複雑系科学専攻)】 
福島県立医科大学附属展示館ビデオデータベース 附属展示館  【 ()】 
藤女子大学図書館データベース 藤女子大学図書館  【図書課長 (藤女子大学図書館)】 
藤田保健衛生大学医学部脳外科ホームページ 早川 基治  【尾内 一如 (藤田保健衛生大学医学部脳神経外科)】 
ブタ ESTデータベース 農業生物資源研究所  【 ()】 
物理探査調査研究活動データベース 産業技術総合研究所 地質調査情報センター  【[物探一覧｣担当 (産業技術総合研究所 地質調査情報ｾﾝ

ﾀｰ)】 
プルトニウム内部被曝に関する動物実験病理データベース 放射線医学総合研究所  【 ()】 
文化財科学関係文献目録 日本文化財学会  【 ()】 
分子性合成金属・超伝導体の化学と物理 斎藤 軍治,他 21名  【矢持 秀起 (京都大学 低温物質科学研究ｾﾝﾀｰ )】 
文書検索 福井県衛生環境研究センター  【 (福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ 健康長寿推進室)】 
変異タンパク質データベース 変異タンパク質データベース作成質(国立遺伝学研究所、大量遺伝情報研究室内)  【 ()】 
変形菌の世界 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
放射線安全研究成果情報データベース 放射線医学総合研究所  【 ()】 
放射線誘発骨髄性白血病発症の修飾因子に関する動物実験データベース 放射線医学総合研究所  【 ()】 
北西太平洋海底堆積物データベース 産業技術総合研究所 地質情報研究部門  【池原 研 (産業技術総合研究所 地質情報研究部門)】 
北大脳科学研究者データベース 北海道大学教育改善推進総長経費事業  【福島 菊郎 (北海道大学医学部)】 
母子保健・医療情報データベース 分担・主任研究者 山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座教授 山縣然太朗  【山縣 然太朗 

(山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座)】 
捕食・寄生性昆虫ダニ類 文献データベース 捕食・寄生性昆虫研究会  【戒能 洋一 (筑波大学 農林学系)】 
保存菌株リスト(麹菌)(仮称) 独立行政法人 酒類総合研究所 微生物研究室  【 ()】 
保存修復関係図書データベース 東京文化財研究所 企画情報部  【 ()】 
補聴器データベース 2006 中川辰雄  【 ()】 
北海道教育大学大雪山自然教育研究施設ホームページ 北海道教育大学大雪山自然教育研究施設  【 ()】 
北方森林圏データベース 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション  【 ()】 
北方森林圏データベース Forest Research Database(英名) 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 森林圏ステーション  【情報管理技術室 (北海道大学北方生

物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ)】 
本草図譜 : デジタルミュージアム 3 東京大学総合研究博物館  【 ()】 
松田裕之業績目録 松田裕之  【松田 裕之 (横浜国立大学環境情報研究院)】 
松本大学図書館所蔵資料検索システム 松本大学図書館  【 ()】 
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松森胤保と両羽博物図譜 慶應義塾大学メディアセンター本部  【 ()】 
マメ科ハギ属ヤマハギ節標本データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
三重大学水産実験所魚類標本 木村 清志  【 ()】 
水を考える 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
水俣病関係資料 熊本大学学術資料調査研究推進室  【 ()】 
水俣病に関する熊本大学医学部の研究論文等の目録 熊本大学学術資料調査研究推進室  【 ()】 
宮城教育大学環境研データベース 宮城教育大学教育学部附属環境教育実践研究センター  【目々澤紀子 (宮城教育大学環境教育実践研究ｾ

ﾝﾀｰ)】 
宮城県結核感染症情報データベース 宮城県保健環境センター 企画情報部  【 ()】 
宮崎学園図書館所蔵資料データベース 宮崎国際大学、宮崎女子短期大学  【小橋智子 (宮崎学園図書館)】 
ミュータントパネルデータベース 農業生物資源研究所  【 ()】 
民間等との共同研究一覧、研究シーズ集、教員特許出願データ 産官学連携・知的財産センター  【 (東京農工大学 産官学連携･知的財産ｾﾝﾀｰ)】 
民俗誌 上野和男  【 ()】 
民族薬物データベース 富山大学和漢医薬学総合研究所民族薬物データベース作成委員会  【小松 かつ子 (富山大学和漢医薬学

総合研究所附属民族薬物研究ｾﾝﾀｰ)】 
村崎凡人記念図書館オンライン目録検索(仮称) 図書館(徳島校)  【牧尾 裕 (徳島文理大学徳島校)】 
明治薬科大学図書館蔵書目録データベース 明治薬科大学図書・情報支援グループ  【今川 裕子 (明治薬科大学図書･情報支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
毛利フーフェラントコレクションデータベース 名古屋大学博物館  【 ()】 
目録所蔵データベース(仮称) 東邦大学医学メディアセンター  【山口 直比古 (東邦大学医学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ)】 
目録データベース(仮称) 神戸学院大学図書館  【木村裕之 (神戸学院大学図書館)】 
薬学部教官研究テーマ・研究業績データベース(仮称) 岡山大学薬学部  【御舩 正樹 (岡山大学薬学部)】 
薬学部専門科目シラバスデータベース(仮称) 岡山大学薬学部情報システム委員会及び教務委員会  【御舩 正樹 (岡山大学薬学部)】 
山形県立保健医療大学情報検索システム 1、医学中央雑誌Web版:ユサコ株式会社(代理店)ネットワークグループ  【 ()】 
山形県立保健医療大学蔵書目録データベース 山形県立保健医療大学附属図書館  【 (山形県立保健医療大学)】 
山口県環境保健研究センター生物学部データベース 山口県環境保健研究センター生物学部  【 ()】 
山梨県スギ・ヒノキ科花粉飛散データベース 山梨環境アレルギー研究会  【松崎全成  (山梨大学大学院医学工学総合研究部耳鼻咽喉科･頭頚部外科学

講座)】 
山梨県立女子短期大学図書館所蔵目録データベース 山梨県立女子短期大学図書館  【図書館 (山梨県立女子短期大学)】 
山野美容芸術短期大学図書館図書目録情報(仮称) 図書館  【大島 秀五 (山野美容芸術短期大学図書館)】 
有害元素を含む全国元素分布(地球化学図)データベース 産業技術総合研究所地質情報研究部門地球化学研究グループ  【今井 登 (産業技術総合研究所 地質情

報研究部門地球化学研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
有害紫外線モニタリングネットワークデータベース 国立環境研究所地球環境研究センター  【 ()】 
有機金属反応経路の 3D 図集(3D Structures of Organometallic Reaction 

Pathway) 
東京大学大学院 理学系研究科 化学専攻 中村研究室  【中村 栄一 (東京大学大学院 理学科研究科 化
学専攻 中村研究室)】 

有機溶剤中毒症例データベース 日本産業衛生学会有機溶剤中毒研究会 症例集編集事務局  【上島 通浩 (名古屋大学大学院 医学系研究
科 環境労働衛生学)】 

有限束データベース 田中正彦  【 ()】 
有孔虫文献データベース 長谷川 四郎  【長谷川 四郎 (熊本大学理学部地球科学科)】 
郵政研究所研究成果 郵政総合研究所  【 (日本郵政公社 経営企画部門 郵政総合研究所 調査分析部)】 
溶媒抽出データベース 分離化学データベース研究会  【渡會 仁 (大阪大学大学院理学研究科化学専攻)】 
「横須賀市自然・人文博物館刊行物」目次一覧データベース 横須賀市自然・人文博物館HP監修担当者  【 ()】 
吉崎誠藻類コレクション 野崎ますみ  【 ()】 
ライダーデータベース 独立行政法人 海上技術安全研究所 運航・システム部門  【山之内 博 (独立行政法人 海上技術安全研究

所 運航･ｼｽﾃﾑ部門)】 
ライフサイエンス辞書 ライフサイエンス辞書プロジェクト  【金子周司 (京都大学大学院薬学研究科生体機能解析学分野)】 
酪農学園大学・酪農学園大学短期大学部附属図書館目録データベース 酪農学園大学・酪農学園大学短期大学部附属図書館  【照井 俊秀 (酪農学園大学附属図書館)】 
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ランの生きた基準標本 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
乱流の大規模数値計算データベース 名古屋大学大学院工学研究科計算理工学専攻金田研究室  【石原 卓 (名古屋大学大学院工学研究科 計

算理工学専攻)】 
乱流輸送現象のデータベース 東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻 笠木伸英  【笠木伸英 (東京大学大学院工学系研究科 機械

工学専攻)】 
リアルタイム地磁気データベース(リアルタイム AE指数を含む)(仮称)   【理学研究科地磁気世界資料解析ｾﾝﾀｰ (京都大学理学研究科 地磁気世界資料解析ｾﾝﾀｰ)】 
リアルタイム地磁気データベース(リアルタイム Dst指数を含む)(仮称)   【 ()】 
理科年表「日本付近のおもな被害地震年代表」検索プログラム   【 ()】 
理化学研究所図書館所蔵目録 (OPAC) 理化学研究所研究調整部研究交流課(図書・発表)  【 ()】 
理科教材データベース 岐阜大学教育学部理科教育講座(地学)  【川上紳一 (岐阜大学教育学部)】 
理工学研究部 電子資料館 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
リサーチ アンド メディア ライブラリー オンライン目録検索(仮称) 図書館(香川校)  【湯浅 大二郎 (徳島文理大学香川校図書館)】 
立命館学術情報システム 立命館大学図書館  【鳥井 真木 (立命館大学総合情報ｾﾝﾀｰ衣笠ﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽ課)】 
離島における空間放射線レベルデータベース 放射線医学総合研究所  【 ()】 
リモートセンシング情報検索クラスタ(RSIRC) 長崎大学工学部 情報システム工学科  【 ()】 
龍谷大学社会科学研究所 統計・調査資料検索システム 龍谷大学社会科学研究所  【 (龍谷大学 社会科学研究所)】 
龍谷大学蔵書検索システム 龍谷大学学術情報センター  【 ()】 
流体科学研究所 公表論文リスト(仮称) 流体科学研究所 研究推進委員会  【研究推進委員会 研究評価担当 (東北大学流体科学研究所)】 
流体科学データベース 東北大学流体科学研究所  【光村 茂 (東北大学流体科学研究所)】 
流体の熱物性値プログラム・パッケージ PROPATH第 12.1版 プロパス・グループ 幹事 高田保之(九州大学大学院工学研究院機械科学部門)代表 伊藤猛宏(東亜大学大

学院総合学術研究科)  【高田保之 (九州大学大学院工学研究院 機械科学部門)】 
流体力学文献データベース 日本流体力学会データベース委員会  【久保昇三 (鳥取大学工学部応用数理工学科)】 
量子化学文献データベース 量子化学データベース研究会  【 (自然科学研究機構 岡崎共通研究施設 計算科学研究ｾﾝﾀｰ)】 
類人猿ゲノム計画:Silver 斎藤成也  【 ()】 
歴史地震記象検索システム 東京大学地震研究所  【 ()】 
歴博図書目録 国立歴史民俗博物館  【 ()】 
老化促進モデルマウス(SAM)データベース 老化促進モデルマウス(SAM)研究協議会  【樋口 京一 (信州大学大学院医学研究科加齢適応医科学系加

齢生物学分野)】 
論文データベース 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 調査部資料センター  【調査部 資料ｾﾝﾀｰ (独立行政法人 労働政

策研究･研修機構)】 
和漢古典籍目録検索システム 龍谷大学 大宮図書館課  【 ()】 
和雑誌特集記事索引データベース 東京大学医学図書館  【 (東京大学医学図書館情報ｻｰﾋﾞｽ掛)】 
稚内北星学園大学紀要 稚内北星学園大学紀要編集委員会  【 ()】 
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6. 技術 工学 
データベースの名称 作成者の名称 【問い合わせ先 氏名 （大学・機関名等） 】 

?を!にするエネルギー講座 エネルギー技術情報センター  【 ()】 
2001年度の論文･発表等、2002年度の論文･発表等 新領域創成科学研究科 基盤情報学専攻 相田研究室  【千葉 新吾 (東京大学大学院新領域創成科学研究

科 基盤情報学専攻･相田研究室)】 
ANERIデータベース 技術研究組合 原子力用次世代機器開発研究所  【 ()】 
CRP(二重反転プロペラ)設計チャート 海上技術安全研究所 流体部門 工藤達郎  【 (海上技術安全研究所知的財産係)】 
Data base of information on the documents and materials in natural 

disaster science 
京都大学防災研究所附属巨大災害研究センター  【 ()】 

Defect Dat@base 筑波大学知的コミュニティ基盤研究センター:知の環境基盤研究部門  【 ()】 
DNA Data Bank of Japan 国立遺伝学研究所生命情報・DDBJ研究センター  【 ()】 
EDMC エネルギーデータバンク (財)日本エネルギー経済研究所計量分析部  【計量分析部 ()】 
EPR in Semiconductors 筑波大学知的コミュニティ基盤研究センター:知の環境基盤研究部門  【 ()】 
Exos-D Science Database 宇宙科学研究所「あけぼの」研究班  【松岡 彩子 (宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部宇宙ﾌﾟﾗｽﾞﾏ研

究系)】 
Extremo Base(極限微生物ゲノムデータベース) 海洋科学技術センター極限環境生物フロンティア研究システム  【高見 英人､ 高木 善弘､ 松井 里美 (海洋

科学技術ｾﾝﾀｰ極限環境生物ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究ｼｽﾃﾑ)】 
Fluid Science Database Institute of Fluid Science Tohoku University 東北大学流体科学研究所未来流体情報創造センター  【 ()】 
FUSION 核融合科学研究所 連携研究推進センター  【村上泉 (核融合科学研究所)】 
GAMMA10実験データベース(仮称) 筑波大学プラズマ研究センター  【 ()】 
IAMカルチャーコレクションデータベース(仮称) 東京大学分子細胞生物学研究所 細胞機能情報研究センター  【横田 明 (東京大学分子細胞生物学研究

所)】 
Institute for Materials Research (IMR) KIND Database Institute for Materials Research, Tohoku University  【 ()】 
KISS for Preprints 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 総務部 総務課 図書係  【総務課図書係  (大学共

同利用機関法人 高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 )】 
MATERIALS OBJECT-ORIENTED DATABASE 小野陽  【小野陽 (八戸工業大学工学部機械情報技術学科)】 
NBU 総合図書館情報システム (Nippon Bunri University Information 

Control Expert System) 
日本文理大学図書館  【小平 正典 (日本文理大学図書館)】 

NICT研究成果公開システム 情報通信研究機構  【 (独立行政法人 情報通信研究機構 総合企画部 知財･産学連携室)】 
NIFS DATABASE Cordination Research Center in NIFS  【 ()】 
NII論文情報ナビゲータ 国立情報学研究所  【 ()】 
NISTEP REPORTおよび調査資料他 文部科学省科学技術政策研究所  【石黒 裕康 (文部科学省科学技術政策研究所総務課)】 
NOAA衛星画像 : リアルタイム海洋環境情報 北海道大学大学院 水産科学研究院 海洋資源計測学講座 衛星資源計測学分野  【 (北海道大学大学院 

水産科学研究院 海洋資源計測学講座 衛星資源計測学分野)】 
NOAA植生指標データ 国土交通省国土地理院  【 (国土地理院 地理調査部 環境地理課)】 
Petri Net Pathways 山口大学理学部附属生命パスウェイ解析センター・データベース作成グループ  【 ()】 
Photon Factory Publication Database 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 放射光科学研究施設  【森史子  (大学共同利用機

関法人 高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 物質構造科学研究所 )】 
Photon Factory 学位論文データベース 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 放射光科学研究施設  【山崎多鶴子  (大学共同利

用機関法人 高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 物質構造科学研究所 )】 
「POSEIDON」の実海域実験データ 海上技術安全研究所 海洋部門 海洋資源利用研究グループ  【大川 豊 (独立行政法人海上技術安全研究

所 海洋部門 海洋資源利用研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
Ring Server Ring Server Project  【 ()】 
SPring-8 Research Frontiers(研究ハイライト) (財)高輝度光科学研究センター 利用業務部  【 (財団法人 高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ 利用業務部)】 
SPring-8 User Experiment Report (財)高輝度光科学研究センター  【 ()】 
SPring-8 年報 (財)高輝度光科学研究センター  【図書情報課 ()】 
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SPring-8論文発表等登録・検索データベース (財)高輝度科学研究センター 利用業務部 図書情報課  【 (財団法人 高輝度光科学研究ｾﾝﾀｰ利用業務部
図書情報課)】 

STUDY-RS MLキーワード検索 STUDY-RS ML参加者  【森山 雅雄 (長崎大学工学部情報ｼｽﾃﾑ工学科)】 
SUPERCON(超伝導材料情報データベース) 物質・材料研究機構材料基盤情報ステーション  【山崎政義 (物質･材料研究機構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】 
Tohoku Molten Salts Data Base Janz, George J.  【山村力 (東北大学大学院工学研究科金属工学専攻山村研究室)】 
インターネット美術館 筑波大学芸術学系  【山中 敏正 (筑波大学芸術学系)】 
WFCC-MIRCEN World Data Centre for Microorganisms 国立遺伝学研究所生命情報・DDBJ研究センター データベース運用開発研究室  【菅原 秀明 (国立遺伝学

研究所)】 
愛知学泉大学・愛知学泉短期大学図書館所蔵資料 D.B. 愛知学泉大学・愛知学泉短期大学図書館員  【丹羽 直美 (愛知学泉大学豊田図書館)】 
愛知教育大学蔵書目録 愛知教育大学附属図書館  【 ()】 
明石工業高等専門学校蔵書目録データベース 明石工業高等専門学校 図書係  【図書係長 (明石工業高等専門学校図書館)】 
秋田鉱山専門学校蔵書データベース 秋田大学附属図書館  【 ()】 
浅田研 研究刊行物データベース(仮称) 大阪大学工学研究科知能機能創成工学専攻 創発ロボット工学講座  【浅田 稔 (大阪大学大学院工学研究

科知能･機能創成工学専攻 創発ﾛﾎﾞｯﾄ工学講座)】 
麻布大学附属学術情報センター所蔵目録(仮称) 麻布大学附属学術情報センター  【 (麻布大学附属学術情報ｾﾝﾀｰ)】 
アジア環境技術情報資料室データベース 九州大学・環境システム科学研究センター  【 ()】 
圧力容器材料データベース 物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション  【山崎政義 (独立行政法人物質･材料研究機構 材料基盤

情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】 
阿南高専図書館蔵書目録データベース 阿南工業高等専門学校  【 ()】 
石川県保健環境センター所蔵図書データベース(仮称) 石川県保健環境センター 情報・教育研修室  【 (石川県保健環境ｾﾝﾀｰ)】 
石巻専修大学図書館-Online Public Access Catalog 石巻専修大学図書館  【 (石巻専修大学図書館)】 
伊勢湾衛星画像データベース 石田邦光、伊藤政光、落合弘明  【石田 邦光 (鳥羽商船高等専門学校)】 
遺伝資源情報データベース(仮称) 国立遺伝学研究所・生物遺伝資源情報総合センター・系統情報研究室  【山崎 由紀子 (国立遺伝学研究所･

生物遺伝資源情報総合ｾﾝﾀｰ･系統情報研究室)】 
茨城大学蔵書目録データベース 図書館  【 ()】 
癒し・憩い 画像データベース 九州がんセンター医療情報部  【 (九州がんｾﾝﾀｰ医療情報部)】 
岩手大学蔵書データベース 岩手大学情報メディアセンター図書館  【情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ図書館資料管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ (岩手大学)】 
宇宙航空研究開発機構総合技術研究本部図書館情報検索サービス 宇宙航空研究開発機構本社図書館  【 ()】 
宇宙航空文献検索システム (Aerospace Information Reference system 

External version) 
宇宙航空研究開発機構  【 ()】 

宇宙線データベース 名古屋大学太陽地球環境研究所宇宙線世界資料センター  【阿部文雄 (名古屋大学太陽地球環境研究所宇
宙線世界資料ｾﾝﾀｰ)】 

衛生環境研究センター年報調査研究報告 福井県衛生環境研究センター  【 (福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ 健康長寿推進室)】 
「エネルギー科学研究」データベース 京都大学大学院エネルギー科学研究科  【ｴﾈﾙｷﾞｰ科学研究科図書室 (京都大学大学院ｴﾈﾙｷﾞｰ科学研究

科)】 
エネルギー関連文献目録(仮称) (財)日本エネルギー経済研究所資料室  【資料室 ()】 
大型コレクション/Collection of Caravan Maritime Books(キャラバンマリタイム
ブックスコレクション) 

東京海洋大学附属図書館越中島分館学術情報係  【 ()】 

大阪大谷大学図書館蔵書目録データベース 大阪大谷大学図書館  【 (大阪大谷大学図書館)】 
大阪女子大学附属図書館所蔵目録データベース 大阪女子大学  【 ()】 
大阪市立環境科学研究所研究成果集 大阪市立環境科学研究所  【 ()】 
大阪信愛女学院短期大学図書館蔵書目録データベース 大阪信愛女学院短期大学図書館  【濱岡賢二 (大阪信愛女学院短期大学図書館)】 
大阪大学大学院工学研究科技術シーズデータベース 大学院工学研究科  【 ()】 
大阪府公共用水域水質等環境データベース 大阪府環境情報センター  【 ()】 
大阪府内の大気 1時間値データ(速報値) 大阪府環境情報センター  【 ()】 
岡山県工業技術センター報告データベース 岡山県工業技術センター  【 ()】 
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沖縄県工業技術情報データベース(仮称) 沖縄県工業技術センター  【照屋 将行 (沖縄県工業技術ｾﾝﾀｰ)】 
帯広畜産大学附属図書館オンライン目録検索システム 帯広畜産大学附属図書館  【学術情報課 大平依理子 (帯広畜産大学附属図書館)】 
温泉・地熱資源賦存データベース 産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門地熱資源研究グループ  【阪口圭一 (産業技術総合研究所 

地圏資源環境研究部門地熱資源研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
オンライン目録検索システム 北見工業大学附属図書館  【 (北見工業大学附属図書館)】 
海岸工学論文集データベース(PC版) 小林智尚、土木学会海岸工学委員会研究現況レビュー小委員会  【小林 智尚 (岐阜大学工学部)】 
海岸工学論文集データベース(Web版) 小林智尚  【小林智尚 (岐阜大学工学部)】 
海事博物館資料検索 神戸大学海事科学部  【 ()】 
海上技術安全研究所論文データベース 海上技術安全研究所 知的財産・情報センター  【 ()】 
海棲哺乳類情報データベース   【 ()】 
外像データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設情報課ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
海氷データベース 独立行政法人 海上技術安全研究所 流体部門  【泉山 耕 (独立行政法人海上技術安全研究所流体部門)】 
外部発表データベース 核燃料サイクル開発機構技術展開部  【 ()】 
化学センサーデータベース 化学データベース委員会  【佐藤寿邦  ()】 
拡散情報データベース 物質・材料研究機構材料基盤情報ステーション  【山崎政義 (物質･材料研究機構材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】 
拡散データベース 独立行政法人物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション  【山崎政義 (独立行政法人物質･材料研究機

構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】 
学術研究業績データベース(仮称) 神奈川大学工学部  【神奈川大学工学部長 (神奈川大学)】 
学術研究論文・解説データベース 財団法人衣笠会繊維研究所  【 ()】 
学術研究論文データベース(仮称) 神戸大学遺伝子実験センター環境遺伝子機能制御研究分野  【乾 秀之 (神戸大学遺伝子実験ｾﾝﾀｰ)】 
学術研究論文データベース(仮称) 岩手医科大学教養部生物学教教室  【松政正俊 (岩手医科大学 教養部 生物学教室)】 
学術データベースサービス 京都大学学術情報メディアセンター  【 ()】 
核図表データベース 広島国際大学保健医療学部  【堀口 隆良 (広島国際大学 保健医療学部 診療放射線学科)】 
鹿児島工業高等専門学校図書館所蔵目録データベース 鹿児島工業高等専門学校学生課学生支援係  【有薗 俊子 (鹿児島工業高等専門学校 学生課学生支援

係)】 
ガスハイドレート物理的特性データベース 成田 英夫(産総研北海道センター)  【成田 英夫 (独立行政法人産業技術総合研究所北海道ｾﾝﾀｰ)】 
霞ヶ浦データベース 国立環境研究所 地球環境研究センター  【勝本正之 (国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ)】 
霞ケ浦臨湖実験施設気象データベース 国立環境研究所水土壌圏環境研究領域湖沼環境研究室/地球環境研究センター  【 ()】 
活水学術情報データベース 活水女子大学図書課  【 ()】 
活水論文集目次情報データベース 活水女子大学図書課  【 (図書課)】 
荷電粒子核反応データベース 日本荷電粒子核反応データグループ  【加藤幾芳 (北海道大学理学部物理学科原子核理論研究室)】 
神奈川県化学物質安全情報提供システム 神奈川県環境科学センター  【岡 敬一 (神奈川県環境科学ｾﾝﾀｰ)】 
神奈川県産業技術センター研究情報ファイル 神奈川県産業技術センター(以下産技センターと略す)  【太田久美子 (企画部企画調整室)】 
神奈川県の農業情報データベース 神奈川県農業技術センター 経営情報研究部  【廣瀬 一郎 (神奈川県農業技術ｾﾝﾀｰ 経営情報研究部)】 
神奈川県立保健福祉大学附属図書館所蔵目録データベース 神奈川県立保健福祉大学附属図書館  【 ()】 
神奈川工科大学附属図書館オンライン目録 神奈川工科大学附属図書館  【神山 勇一郎 (神奈川工科大学附属図書館事務課)】 
金沢大学 環日本海域環境データベース 金沢大学 21世紀 COE  【 ()】 
鎌倉女子大学図書館蔵書目録検索データベース 鎌倉女子大学図書館  【 ()】 
貨物船観測による二酸化炭素の大気・海洋交換モニタリングデータベース 国立環境研究所地球環境研究センター  【勝本正之 (国立環境研究所 地球環境研究ｾﾝﾀｰ)】 
官衙遺跡整備状況データベース 奈良文化財研究所 埋蔵文化財センター遺跡調査技術研究室  【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所 埋

蔵文化財ｾﾝﾀｰ 文化財情報研究室)】 
環境汚染物質の同族体・異性体組成情報データベース 横浜国立大学 環境情報研究院 益永研究室 益永茂樹  【 ()】 
環境情報地図表示 福井県衛生環境研究センター  【 (福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ 健康長寿推進室)】 
環境情報データベース 宮城県保健環境センター 企画情報部  【 ()】 
環境情報プラザ資料検索システム 大阪府環境情報センター  【 ()】 
環境数値データベース 国立環境研究所環境情報センター  【 ()】 
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環境中の C-14比放射能測定調査データベース 放射線医学総合研究所  【 ()】 
環境中のトリチウム測定調査データベース 放射線医学総合研究所  【 ()】 
刊行物 DataBase 北海道立林産試験場 企画指導部 普及課 技術係  【企画指導部 普及課 技術係 (北海道立林産試験場)】 
岩石物性値データベース 産業技術総合研究所 地質情報研究部門  【村田泰章 (産業技術総合研究所 地質情報研究部門)】 
寒地土木技術情報センター 論文・刊行物検索 独立行政法人土木研究所 寒地土木研究所 企画室  【 ()】 
関東学院大学紀要等データベース(仮称) 関東学院大学  【 ()】 
甲板打ち込み水可視化実験データベース 実海域性能評価プロジェクト長 谷澤克治  【谷澤 克治 (独立行政法人海上技術安全研究所 実海域性能評

価ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ長)】 
管理栄養士国家試験問題集 中村学園大学栄養科学科  【栄養科学部長 坂田利家 (中村学園大学栄養科学科)】 
幾何計算ソフトウエア 杉原, 厚吉(1948-)  【杉原厚吉 (東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学)】 
機器データベース 埼玉県産業技術総合センター  【 ()】 
気候史データベース 富山大学人間発達科学部 田上善夫  【田上 善夫 (富山大学人間発達科学部)】 
技術情報誌 大分県産業科学技術センター  【 ()】 
技術情報提供データベース 佐賀県工業技術センター  【 ()】 
技術資料データベース 核燃料サイクル開発機構技術展開部  【 ()】 
寄生虫学雑誌&Parasitology Internationalデータベース 赤尾信明・上村 清  【赤尾 信明 (東京医科歯科大学大学院国際環境寄生虫病学分野)】 
北太平洋の炭素循環 工業技術院情報計算センター  【先端情報計算ｾﾝﾀｰ (独立法人 産業技術総合研究所 つくば中央第 1)】 
北見工業大学研究業績 北見工業大学附属図書館  【 ()】 
北見工業大学研究報告 北見工業大学附属図書館  【 ()】 
基盤原子力用材料 データフリーウエイ共同研究協議会  【山崎政義 (独立行政法人 物質･材料研究機構材料基盤情報ｽﾃｰｼｮ

ﾝ)】 
岐阜工業高等専門学校図書館 蔵書目録データベース 岐阜工業高等専門学校 庶務課学術情報係  【 (岐阜工業高等専門学校 庶務課学術情報係)】 
旧航空宇宙技術研究所研究成果情報 DB検索システム 旧航空宇宙技術研究所図書館  【国本 修平 (宇宙航空研究開発機構)】 
九州工業大学情報工学部テクニカルレポートデータベース 九州工業大学附属図書館情報工学部分館  【 ()】 
九州工業大学附属図書館蔵書目録データベース 九州工業大学附属図書館  【 ()】 
九州女子大学・九州女子短期大学附属図書館データベース管理システム 九州女子大学・九州女子短期大学附属図書館  【松尾伸二 (九州女子大学･九州女子短期大学附属図書

館)】 
九州大学システム情報科学研究院研究内容紹介 興 雄司(九州大学システム情報科学研究院広報委員)  【 ()】 
九州大学大学院システム情報科学紀要アブストラクト集 九州大学大学院システム情報科学紀要編集委員会  【 ()】 
九州大学大学院システム情報科学研究院 研究開発シーズ集 興 雄司(九州大学システム情報)、九州大学大学院システム情報科学研究院 広報委員会  【 ()】 
九州大学大学院システム情報科学研究院における発表論文・講演題目 九州大学大学院システム情報科学紀要編集委員会  【九州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学紀要編集委員会 (九

州大学大学院ｼｽﾃﾑ情報科学研究院)】 
教育学系博士・修士学位論文データベース 国立教育政策研究所  【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
教育研究論文索引 国立教育政策研究所  【吉岡 亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
教育情報データベース 国立教育政策研究所  【 ()】 
教員業績データベースシステム 北陸先端科学技術大学院大学  【人事係 (北陸先端科学技術大学院大学 総務課人事･労務班人事係)】 
教科書コレクション画像データベース 教科書コレクション画像データベース化プロジェクト  【学術情報ｼｽﾃﾑ企画主担当 (広島大学図書館学術情報

企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
強磁場工学データベース 物質・材料研究機構 強磁場研究センター  【湯山 道也 (物質･材料研究機構 強磁場共用ｽﾃｰｼｮﾝ)】 
京都工芸繊維大学地域共同研究センター科学技術相談室案内 京都工芸繊維大学 地域共同研究センター  【平田 治義 (京都工芸繊維大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ)】 
京都市産業技術研究所工業技術センター研究報告抄録データベース 京都市産業技術研究所 工業技術センター  【 ()】 
京都大学総合博物館自然史標本データベース 京都大学総合博物館  【角谷 岳彦 (京都大学総合博物館情報発信系)】 
共立女子大学総合文化研究所紀要目次 共立女子大学総合文化研究所  【小林万洋 (共立女子大学総合文化研究所)】 
キラリティ・データベース 東北大学多元物質科学研究所 資源変換・再生研究センター反応化学情報研究部  【原田 宣之 (東北大学

多元物質科学研究所 資源変換･再生研究ｾﾝﾀｰ 反応化学情報研究部)】 
近畿大学産業理工学部図書館 図書所蔵目録 近畿大学産業理工学部図書館  【 ()】 
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金研、材料データベース 金属材料研究所計算材料学センター長 川添良幸  【川添良幸 (東北大学金属材料研究所計算材料学ｾﾝ
ﾀｰ)】 

釧路工業高等専門学校 紀要論文データベース 釧路工業高等専門学校 庶務課 情報資料係  【 ()】 
熊本大学教育研究データベース EDB ワーキンググループ  【 ()】 
倉敷市立短期大学研究情報(仮称) 倉敷市立短期大学及び個人  【永田 桂輔 (倉敷市立短期大学)】 
慶應義塾大学政策・メディア研究科学位論文検索システム 慶應義塾大学湘南藤沢メディアセンター  【 ()】 
慶應義塾大学大学院理工学研究科学位論文(博士)データベース 慶應義塾大学大学院理工学研究科  【 ()】 
計算複雑流動研究分野 井上 督(東北大学流体科学研究所 計算複雑流動研究分野教授)  【井上 督 (東北大学流体科学研究所)】 
計算物性データベース 独立行政法人物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション  【山崎政義 (独立行政法人物質･材料研究機

構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】 
結晶基礎データベース 独立行政法人物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション  【山崎政義 (独立行政法人物質･材料研究機

構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】 
研究概要データベース(仮称) 滋賀県工業技術総合センター  【 (滋賀県工業技術総合ｾﾝﾀｰ)】 
研究基盤総合センター工作部門材料データベース 研究基盤総合センター工作部門  【京藤 康正 (筑波大学 研究基盤総合ｾﾝﾀｰ工作部門)】 
研究業績 広島大学大学院 先端物質科学研究科 宮崎誠一  【宮崎 誠一 (広島大学大学院 先端物質科学研究科)】 
研究成果データベース 海洋科学技術センター企画部計画管理課  【企画部計画管理課 中村･吉村/情報業務課 松本 (海洋科学技

術ｾﾝﾀｰ)】 
研究テーマ・研究成果一覧(仮称) 広島県立食品工業技術センター  【東 敏生 (広島県立食品工業技術ｾﾝﾀｰ)】 
研究報告サービスシステム「メビウス」 鹿児島県工業技術センター  【 ()】 
研究報告全文検索システム 愛知県産業技術研究所  【 ()】 
研究報告データベース 愛媛県工業技術センター  【 (愛媛県工業技術ｾﾝﾀｰ)】 
研究報告データベース 大分県産業科学技術センター  【技術支援担当 (大分県産業科学技術ｾﾝﾀｰ)】 
研究報告データベース 宮崎県工業技術センター・宮崎県食品開発センター  【有留裕太 (宮崎県工業技術ｾﾝﾀｰ)】 
研究報告データベース(仮称)   【 ()】 
健康・環境・サイエンス 大阪市立環境科学研究所  【 ()】 
原子・分子の流れ解析に関するデータベース 日本機械学会 P-SC263「原子・分子流れ解析に関するデータベース調査研究分科会」  【南部 健一 (東北大

学流体科学研究所)】 
原子力施設付近の環境水トリチウムデータベース(1967年～1980年) 放射線医学総合研究所  【 ()】 
建築生産文献データベース 早稲田大学理工学部建築学科嘉納研究室  【嘉納成男 (早稲田大学理工学部建築学科)】 
原爆・被ばく関連資料データベース 原爆・被ばく関連資料データベース作成委員会  【広島大学図書館 学術情報ｼｽﾃﾑ企画主担当 (広島大学

図書館学術企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
ケンブリッジ結晶構造データベース ケンブリッジ結晶学データセンター  【楠木正己 (大阪大学蛋白質研究所)】 
工学研究(英文版 Kogaku Kenkyu) 京都大学大学院工学研究科  【渡邉 誠 (京都大学工学研究科総務課図書掛)】 
構造材料データベース 物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション  【山崎政義 (物質･材料研究機構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】 
高知県立森林技術センター資料情報データベース 高知県立森林技術センター  【松岡良昭 ()】 
高知高専蔵書検索システム 高知工業高等専門学校図書館  【中村 千都世  (庶務課図書係 高知工業高等専門学校)】 
甲南女子大学目録データベース 甲南女子大学図書館及びメディアセンター  【 (甲南女子大学図書館)】 
高分子データベース 独立行政法人物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション  【山崎政義 (独立行政法人物質･材料研究機

構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】 
神戸松蔭女子学院大学図書館 OPAC 神戸松蔭女子学院大学図書館  【福田由紀子 (神戸松蔭女子学院大学図書館)】 
神戸山手大学・神戸山手短期大学図書館所蔵資料データベース 神戸山手大学・神戸山手短期大学図書館  【松家 栄一 (神戸山手大学･神戸山手短期大学 図書館)】 
国際学院埼玉短期大学研究紀要データベース 国際学院埼玉短期大学  【田口 幸樹 (国際学院埼玉短期大学)】 
国際学院埼玉短期大学卒業研究論文抄録集データベース 国際学院埼玉短期大学  【 ()】 
国際短期大学図書館目録データベース 国際短期大学図書館  【 ()】 
国立科学博物館収蔵灯火器資料 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
国立極地研究所 出版物データベース(仮称) 国立極地研究所 情報図書室  【川村順子 (国立極地研究所 情報図書室)】 
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国立極地研究所所蔵資料目録及び出版物データベース 国立極地研究所 情報図書室  【 ()】 
子育てネットワーク・データベース 国立女性教育会館  【 (国立女性教育会館女性教育情報ｾﾝﾀｰ)】 
五訂日本食品標準成分表データベース 椙山女学園大学生活科学部 食品機能学研究室  【安本 教傳 (椙山女学園大学 生活科学部)】 
小松短期大学図書館蔵書データベース 小松短期大学図書館  【杉本 三津江 (小松短期大学図書館)】 
今和次郎コレクション 工学院大学 図書館  【 (工学院大学図書館 図書館管理課)】 
災害事例データベース 和田 有司  【先端情報計算ｾﾝﾀｰ (独立法人 産業技術総合研究所 つくば中央第 1)】 
(財)国際通信経済研究所 資料室 検索サービス (財)国際通信経済研究所  【 ()】 
埼玉学園大学紀要 埼玉学園大学紀要委員会  【 ()】 
サイバーユニバーシティ「鷹山」 山形大学  【 ()】 
材料設計用データベース 東京大学人工物工学研究センターライフサイクル工学部門情報知識学会 CODATA 材料データシステム委員

会  【岩田修一 (東京大学大学院工学系研究科ｼｽﾃﾑ量子工学専攻)】 
材料プロセスにおける形態・構造制御エキスパートシステム 学振未来開拓「異常成長」プロジェクトグループ  【野田 優 (東京大学大学院工学系研究科)】 
材料用核データ DB 物質・材料研究機構材料基盤情報ステーション  【山崎政義 (物質･材料研究機構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】 
佐賀大学海洋エネルギー研究センター「OTEC」データベース(仮称) 佐賀大学海洋エネルギー研究センター  【池上康之 (佐賀大学海洋ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ)】 
札幌学院大学図書館蔵書目録 札幌学院大学図書館  【札幌学院大学図書課図書係 (札幌学院大学)】 
様々な温度での金属融体の構造因子データベース 東北大学 多元物質科学研究所 早稲田研究室 物質構造解析グループ  【早稲田 嘉夫 (東北大学 多元物

質科学研究所)】 
産業技術総合研究所 四国センター 図書室情報サービス 産業技術総合研究所 四国センター 産学官連携センター  【北原 洸 (独立行政法人 産業技術総合研究所 

四国ｾﾝﾀｰ)】 
産業技術の歴史 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
三次元状態図データベース 独立行政法人物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション  【山崎政義 (独立行政法人物質･材料研究機

構 材料基盤情報ｽﾃｰｼｮﾝ)】 
山野美容芸術短期大学研究紀要目録情報 図書館  【 (山野美容芸術短期大学図書館)】 
滋賀県東北部工業技術センター研究報告 滋賀県東北部工業技術センター  【木村昌彦 (滋賀県東北部工業技術ｾﾝﾀｰ 機械電子･金属材料担当)】 
滋賀県東北部工業技術センター試験機器データベース(仮称) 滋賀県東北部工業技術センター  【 ()】 
滋賀県立大学環境科学部年報目次(仮称) 滋賀県立大学環境科学部  【 ()】 
滋賀県立大学工学部報目次(仮称) 滋賀県立大学工学部  【 ()】 
試験研究用開放設備機器データベース 滋賀県工業技術総合センター  【 ()】 
資源データベース 成田裕一 他  【 ()】 
静岡大学情報学部情報科学科水野研究室論文データベース   【 ()】 
静岡県富士工業技術センター報告抄録データベース(仮称) 静岡県富士工業技術センター総務企画課  【飯野 修 (静岡県富士工業技術ｾﾝﾀｰ)】 
次世代舶用炉熱水力特性知的情報データベース 海上技術安全研究所 エネルギー・環境評価部門 稲坂 冨士夫  【稲坂 冨士夫 (海上技術安全研究所ｴﾈﾙ

ｷﾞｰ･環境評価部門)】 
施設に保存されている研究用植物のデータベース 研究用植物データベース作成グループ  【大井 哲雄 (東京大学大学院理学系研究科附属植物園)】 
下河辺淳アーカイヴ 総合研究開発機構(NIRA)政策研究情報センター  【島津千登世  ()】 
下田歌子データベース 実践女子大学図書館  【 (実践女子大学図書館)】 
獣医寄生虫データベース Veterinary Parasitology Catalogue With Original 

Articles.(VPC) 
動物医学研究会  【奥祐三郎､野中成晃 (北海道大学大学院獣医学研究科動物疾病制御学講座寄生虫学教
室)】 

就実大学・就実短期大学 図書館蔵書目録 就実大学・就実短期大学 図書館  【岡崎 倫子 (就実大学図書館)】 
淑徳大学附属図書館所蔵目録データベース 淑徳大学附属図書館千葉図書館  【閲覧係ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ担当 (淑徳大学附属図書館千葉図書館)】 
種子落下量観測地点リスト 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 森林圏ステーション  【 (北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学

ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ)】 
出版物一覧 世界平和研究所事務局  【 ()】 
出版物情報(広島県保健環境センター研究報告) 広島県保健環境センター  【 ()】 
樹木年輪研究会文献一覧 小林 修  【小林 修 (愛媛大学農学部附属演習林米野々森林研究ｾﾝﾀｰ)】 
生涯学習情報サービス・データベース(仮称) 宮崎女子短期大学 生涯学習推進委員会  【日高英幸 (宮崎女子短期大学)】 
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衝撃波研究センターデータベース 衝撃波研究センター  【高山 和喜 (東北大学流体科学研究所)】 
消費者問題文献情報 国民生活センター情報資料館  【 ()】 
商品分類別商品テスト情報 兵庫県立生活科学研究所  【 (兵庫県立生活科学研究所 )】 
情報学研究   【総務･教務掛 (京都大学大学院情報学研究科)】 
情報館 AL (株)ブレインテック  【 ()】 
消防研究所刊行物検索システム 消防研究所  【 ()】 
消防研究所蔵書検索データベース 消防研究所  【 ()】 
情報検索サービス 滋賀県工業技術総合センター  【 ()】 
消防防災共通情報データベース 消防研究所  【 ()】 
職業能力開発総合大学校図書館蔵書データベース 職業能力開発総合大学校図書館  【 (職業能力開発総合大学校図書館)】 
食品-医薬品相互作用データベース 城西大学薬学部医療栄養学科  【 ()】 
食品加工技術情報データベース 北海道立食品加工研究センター企画調整部  【 ()】 
食品と栄養データベース 食品と栄養データベース作成委員会  【吉村幸雄 (四国大学)】 
女子栄養大学・短期大学部(含 香川栄養専門学校)図書館 LIFEシステム 女子栄養大学・短期大学部(含 香川栄養専門学校)図書館  【小川 禮子 (女子栄養大学図書館)】 
女性情報 CASS 国立女性教育会館  【 (国立女性教育会館女性教育情報ｾﾝﾀｰ)】 
女性情報レファレンス事例集 国立女性教育会館  【 (国立女性教育会館女性教育情報ｾﾝﾀｰ)】 
所蔵資料目録データベース(雑誌)   【 ()】 
所蔵資料目録データベース(図書) 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
所蔵図書データベース 奈良文化財研究所  【小林謙一､森本晋 (奈良文化財研究所埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ文化財情報研究室)】 
所蔵図書データベース 大阪府立産業技術総合研究所  【 ()】 
所蔵図書目録(仮称) 福島県ハイテクプラザ企画管理グループ  【企画情報部 (福島県ﾊｲﾃｸﾌﾟﾗｻﾞ)】 
信州大学繊維学部教育研究活動データベース 信州大学繊維学部  【 ()】 
新聞記事見出しによる水俣病関係年表 1956-1971 熊本大学学術資料調査研究推進室  【 ()】 
森林利用関係文献リスト 森林利用学会  【仁多見俊夫 (森林利用学会)】 
水産大学校図書館蔵書検索システム(OPAC) 企画情報部 図書課  【 ()】 
鈴鹿国際大学・大学院教員研究論文データベース(仮称) 一色 将行  【一色 将行 (鈴鹿国際大学)】 
青雲丸(I)のプロペラ翼面圧力のデータ 海上技術安全研究所 流体部門 工藤達郎  【工藤達郎 (海上技術安全研究所流体部門推進性能研究ｸﾞﾙｰ

ﾌﾟ)】 
成果情報データベースシステム(JSERV) 核燃料サイクル開発機構技術展開部技術協力課  【岡本英夫 (核燃料ｻｲｸﾙ開発機構技術展開部技術協力

課)】 
生活環境データベース(仮称) 県立新潟女子短期大学生活科学科  【 ()】 
政策研究大学院大学図書館蔵書検索 政策研究大学院大学図書館  【笠原政宏 (政策研究大学院大学 研究支援課情報ｻｰﾋﾞｽ担当)】 
製紙科学データベース 東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 製紙科学研究室 江前敏晴  【江前敏晴 (東京大

学大学院農学生命科学研究科生物材料科学専攻)】 
生理活性脂質データベース 湯尾 明(国立国際医療センター研究所)  【湯尾 明 (国立国際医療ｾﾝﾀｰ研究所)】 
石炭液化連続装置運転成果データベース 成田英夫  【成田英夫 (独立行政法人産業技術総合研究所北海道ｾﾝﾀｰ)】 
絶滅危惧地衣類一覧 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
繊維科学画像データベース 東京農工大学工学部附属繊維博物館  【田中 鶴代 (東京農工大学工学部附属繊維博物館)】 
先端総合学術研究科データベース 立命館大学先端総合学術研究科  【 ()】 
船舶信頼性情報データベース 海上技術安全研究所  【 ()】 
前方後円墳データベース 総合情報学部 小沢一雅  【小沢一雅 (大阪電気通信大学総合情報学部)】 
所蔵目録データベース 東京薬科大学情報センター  【黒木 文子 (東京薬科大学 情報ｾﾝﾀｰ)】 
所蔵目録データベース(仮称) 図書館  【 (名古屋経済大学図書館)】 
所蔵目録データベース(仮称) 図書館  【 (名古屋経済大学短期大学部図書館)】 
蔵書図書検索サービス 滋賀県東北部工業技術センター  【 ()】 
蔵書目録データベース 県立長崎シーボルト大学附属図書館  【 ()】 
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大気浮遊塵中の放射性核種濃度データベース 放射線医学総合研究所  【 ()】 
大雪山の自然 北海道教育大学大雪山自然教育研究施設  【浅川 哲弥 (北海道教育大学旭川校)】 
大同工業大学図書館蔵書目録データベース 大同工業大学図書館  【 ()】 
拓殖大学図書館蔵書目録 拓殖大学図書館  【渡部香子 (拓殖大学図書館)】 
竹内芳太郎コレクション 工学院大学 図書館  【 (工学院大学図書館 図書館管理課)】 
田中英彦・坂井修一研究室ホームページ 東京大学大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 田中英彦・坂井修一研究室  【WWW 担当者 (東

京大学大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 田中英彦･坂井修一研究室)】 
多摩美術大学図書館蔵書データベース(仮称) 多摩美術大学図書館  【森 由幾子 (多摩美術大学図書館)】 
短波海洋レーダーによる津軽海峡準リアルタイム流向流速観測システム 北海道大学大学院 水産科学研究院 海洋資源計測学講座 衛星資源計測学分野  【 (北海道大学大学院 

水産科学研究院 海洋資源計測学講座 衛星資源計測学分野)】 
地球環境データベース 国立環境研究所地球環境研究センター  【勝本 正之 (独立行政法人国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ観

測第 2係)】 
地球環境を守るために 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
地球資源情報データベース(GRID-つくば) 国立環境研究所地球環境研究センター内  【勝本 正之 (独立行政法人国立環境研究所地球環境研究ｾﾝﾀｰ

観測第 2係)】 
地球物理データベース 産業技術総合研究所 地質調査情報センター  【大熊茂雄 (産業技術総合研究所 地質情報研究部門地球物

理情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
筑豊の炭鉱札-松本一郎コレクション- 福岡大学図書館  【長岡 啓司 (福岡大学図書館)】 
地中海建築都市文献情報検索システム 熊本大学工学部 伊藤研究室  【伊藤重剛 (熊本大学工学部建築学科)】 
千葉県環境研究センター年報(千葉県環境研究所研究報告リスト含む) 千葉県環境研究センター  【岡崎 淳 (千葉県環境研究ｾﾝﾀｰ)】 
千葉県立博物館情報システム 千葉県教育庁生涯学習部文化財課  【中松 満始 (千葉県立中央博物館)】 
地方独立行政法人岩手県工業技術センター保有設備検索システム   【 ()】 
長期観測林データベース 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 森林圏ステーション  【 (北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学

ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ)】 
調査研究論文データベース 北方建築総合研究所企画総務部企画指導室  【 ()】 
筑波技術大学 障害者支援学術情報システム 筑波技術大学 学術・社会貢献推進委員会  【 (筑波技術大学)】 
つくば上空成層圏オゾン鉛直分布データベース 国立環境研究所地球環境研究センター  【勝本正之 (国立環境研究所 地球環境研究ｾﾝﾀｰ)】 
データベースれきはく 国立歴史民俗博物館管理部  【 ()】 
帝塚山大学図書館・蔵書目録データベース(仮称) 帝塚山大学図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽ係  (帝塚山大学図書館本館 )】 
鉄鋼材料の環境負荷算出データベース(仮称) 物質・材料研究機構 エコマテリアル研究センター 環境循環材料グループ  【井島 清 (物質･材料研究機構 

ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ研究ｾﾝﾀｰ 軽量環境材料ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
電気化学と常温型溶融塩固体化学データベース   【 ()】 
電気化学の庵 データベースアメニティ研究所(山形大学バーチャル研究所)  【仁科辰夫 (ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｱﾒﾆﾃｨ研究所)】 
電気通信研究所 研究者総覧システム 東北大学電気通信研究所 やわらかい情報システム研究センター  【 ()】 
電気通信大学研究者情報総覧 電気通信大学総務部総務課評価・法規係  【 ()】 
電子基準点データ提供サービス 国土交通省国土地理院  【衛星情報係 (国土交通省国土地理院測地観測ｾﾝﾀｰ)】 
電子顕微鏡画像データベース 東北大学多元物質科学研究所 表面プロセス制御研究分野  【進藤大輔 (東北大学多元物質科学研究所)】 
天使大学図書館蔵書目録データベース 天使大学図書館  【 ()】 
桐蔭学園図書館総合目録データベース 桐蔭横浜大学大学情報センター(図書館)  【 (桐蔭横浜大学大学情報ｾﾝﾀｰ)】 
東京大学総合研究博物館データベース   【鵜坂 智則 (東京大学総合研究博物館)】 
東京海洋大学附属図書館蔵書目録(OPAC) 東京海洋大学附属図書館学術情報係  【 ()】 
東京家政学院大学蔵書目録データベース(仮称) 東京家政学院大学附属図書館  【野口 豊隆 (東京家政学院大学附属図書館)】 
東京家政大学図書館蔵書検索データベース(仮称) 東京家政大学図書館  【 (東京家政大学図書館)】 
東京情報大学学術雑誌 東京情報大学情報サービスセンター  【 (東京情報大学情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)】 
東京大学愛知演習林量水観測結果報告 東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林愛知演習林  【芝野 博文 (東京大学)】 
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東京大学工学系研究科航空宇宙工学専攻図書室所蔵報告類目録 東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻・工学部航空宇宙工学科図書室  【図書室 (東京大学大学
院工学系研究科航空宇宙工学専攻･工学部航空宇宙工学科)】 

東京農工大学研究年報データベース 東京農工大学図書館  【矢崎省三 (東京農工大学図書館小金井図書館)】 
東京理科大学乱流 DNSデータベース(仮称) 東京理科大学理工学部機械工学科(計算科学フロンティア研究センター)河村研究室  【河村 洋 (東京理科大

学 理工学部)】 
統計数理・彙報データベース(仮称) 統計数理研究所 メディア情報室  【 (統計数理研究所)】 
東寺文書悉皆目録及び花押画像データベース 東寺文書データベース作成委員会  【富田 正弘 (富山大学 人文学部)】 
動植物調査データベース 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 森林圏ステーション  【 (北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学

ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ)】 
道都大学図書データベース 道都大学附属図書情報館  【 (道都大学附属図書情報館図書課)】 
東北大学多元物質科学研究所 業績データベース(仮称) 東北大学 多元物質科学研究所 広報情報室  【 (東北大学 多元物質科学研究所 広報情報室)】 
東北大学多元物資科学科学研究所 業績データベース(仮称) 東北大学 多元物資科学科学研究所 広報情報室  【 ()】 
東北大学電気通信研究所文献データベース 東北大学電気通信研究所やわらかい情報システム研究センター  【岩谷 幸雄 (東北大学電気通信研究所や

わらかい情報研究ｾﾝﾀｰ)】 
東北大学ノア画像データベース 東北大学 東北アジア研究センター  【工藤純一 (東北大学 東北ｱｼﾞｱ研究ｾﾝﾀｰ)】 
東洋学文献類目データベース 京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究センター  【村田康彦 (京都大学人文科学研究所附属漢字情報

研究ｾﾝﾀｰ)】 
徳島県文化・学習情報システム博物館データベース 徳島県立博物館  【情報ｼｽﾃﾑ担当 (徳島県立博物館)】 
徳島県保健環境センター データベース(仮称) 徳島県保健環境センター、ホームページ検討委員会  【高岡 淳 (徳島県保健環境ｾﾝﾀｰ 総務企画担当)】 
トクホなど機能性食品データベース 大阪市立環境科学研究所  【森 義明 (大阪市立環境科学研究所食品保健課)】 
徳山高専図書館データベース 徳山工業高等専門学校 図書館  【 (徳山工業高等専門学校図書館)】 
図書館管理システム ITフロンティア  【 ()】 
図書館情報 独立行政法人 海上技術安全研究所  【 ()】 
図書館所蔵目録 独立行政法人 放射線医学総合研究所 情報業務室 情報利用推進課 図書・研究情報係  【鵜澤 勝己 (独

立行政法人放射線医学総合研究所 情報業務室 情報利用推進課 )】 
図書館所蔵目録 鈴鹿国際大学附属図書館  【 (鈴鹿国際大学附属図書館)】 
図書館蔵書検索システム 宇宙航空研究開発機構総合技術研究本部図書館  【国本修平 (宇宙航空研究開発機構)】 
図書・雑誌総合管理等システム 北海道立地質研究所  【 ()】 
図書・雑誌目録 名古屋工業大学附属図書館  【 (名古屋工業大学附属図書館情報基盤係)】 
図書総合管理システム 東京都環境科学研究所 資料室  【 (東京都環境科学研究所 資料室)】 
図書蔵書データベース 滋賀県工業技術総合センター  【 ()】 
図書データベース 共栄大学・共栄学園短期大学図書データベース 共栄大学・共栄学園短期大学図書館  【 (共栄大学･共栄学園短期大学図書館)】 
特許情報データベース 核燃料サイクル開発機構技術展開部  【 ()】 
鳥取県産業技術センター研究報告およびとっとり技術ニュース 鳥取県産業技術センター研究報告およびとっとり技術ニュース編集委員会  【柏木秀文 (鳥取県産業技術ｾﾝ

ﾀｰ 研究企画部)】 
苫小牧フラックスリサーチサイトモニタリングデータベース 国立環境研究所地球環境研究センター  【 ()】 
富山県環境科学センター年報データベース 富山県環境科学センター  【情報解析ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ (富山県環境科学ｾﾝﾀｰ)】 
富山大学紀要・富大経済論集 目次・記事索引 富山大学経済学部  【 (富山大学経済学部資料室)】 
豊田工業高等専門学校図書館蔵書目録検索データベース 豊田工業高等専門学校庶務課図書係  【 ()】 
豊橋技術科学大学 特許情報システム 豊橋技術科学大学 未来技術流動研究センター  【 ()】 
内部被爆線量評価のための代謝データベース 放射線医学総合研究所  【 ()】 
内分泌撹乱化学物質に関するデータベース 環境ホルモン・ダイオキシン研究プロジェクト  【 ()】 
長岡技術科学大学博士論文目次要旨データベース 長岡技術科学大学附属図書館  【 ()】 
長岡造形大学附属図書館データベース 長岡造形大学附属図書館  【金内理香 (長岡造形大学附属図書館)】 
長野県工業技術総合センター HOME PAGE 長野県工業技術総合センター 材料技術部門  【 ()】 
長野県食品工業試験場 HOME PAGE 長野県食品工業試験場  【 ()】 
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名古屋大学学術機関リポジトリ 名古屋大学附属図書館  【 ()】 
名古屋大学学術ナレッジ・ファクトリー 名古屋大学附属図書館  【 ()】 
奈良県森林技術センター研究成果文献データベース 奈良県森林技術センター  【 ()】 
新潟工科大学図書・雑誌データベース(仮称) 新潟工科大学附属図書館  【 (新潟工科大学附属図書館)】 
日本列島及びその周辺域の地温勾配及び地殻熱流量データベース 産業技術総合研究所 地質情報研究部門地殻構造研究グループ  【田中明子 (産業技術総合研究所 地質

情報研究部門地殻構造研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
日本医学物理学会大会演題・発表者データベース 日本医学物理学会,福島県立医科大学医学部物理学講座 小林 恒夫  【小林 恒夫 (福島県立医科大学医

学部物理学講座)】 
日本画像データベース 東北大学理学部大気海洋変動観測研究センター  【川村宏 (東北大学大学院理学研究科附属大気海洋変動

観測研究ｾﾝﾀｰ)】 
日本関係欧文図書目録データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
日本近海の波と風データベース 独立行政法人海上技術安全研究所  【 (独立行政法人海上技術安全研究所辻本 勝､石田 茂資)】 
日本工業大学図書館所蔵目録 日本工業大学図書館  【武井 孝 (日本工業大学図書館)】 
ニホンザル野外研究関連文献リスト 霊長類研究所ニホンザル野外観察施設  【渡邉邦夫 (京都大学霊長類研究所)】 
日本主要都市方言音声データベース 日本主要都市方言音声データベース作成委員会  【田原広史 (大阪樟蔭女子大学日本語研究ｾﾝﾀｰ)】 
日本情報地質学会発行雑誌等掲載記事データベース 日本情報地質学会編集委員会  【山本 嘉一郎 (京都光華女子大学 人間関係学部)】 
日本石炭産業関連資料コレクション目録データベース 慶應義塾大学三田メディアセンター  【 ()】 
日本全国空中磁気データベース 産業技術総合研究所 地質調査情報センター  【中塚 正 (産業技術総合研究所 地質情報研究部門地球物

理情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
日本大学経済学部図書館蔵書目録データベース 日本大学経済学部図書館  【経済学部図書館課 (日本大学経済学部図書館)】 
日本動物分類学データベース ETIJ  【酒井勝司 (四国大学生物学研究室)】 
日本リモートセンシング学会文献データベース 日本リモートセンシング学会 情報委員会  【森山 雅雄 (長崎大学工学部情報ｼｽﾃﾑ工学科)】 
熱収支・水収支観測データベース 筑波大学陸域環境研究センター  【 ()】 
燃焼技術・科学データベース DACOS作成・保守委員会  【中山 満茂 (国士館大学工学部)】 
燃料資源データベース 産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門  【棚橋 学 (産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門)】 
萩庭さく葉コレクション 萩庭さく葉標本データベース作成会  【池上文雄 (千葉大学環境健康ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ)】 
博物図譜 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
八戸工業大学図書館蔵書目録検索データベース 八戸工業大学図書館・情報事務室  【小比類巻 光子 (八戸工業大学 図書館･情報事務室)】 
波照間・落石岬地上ステーションモニタリングデータベース 国立環境研究所地球環境研究センター  【勝本正之･藤沼康実 (国立環境研究所 地球環境研究ｾﾝﾀｰ)】 
浜松大学附属図書館蔵書目録 OPAC 浜松大学附属図書館  【 ()】 
波浪データベース 構造・材料部門 構造基準研究グループ 小川 剛孝  【小川 剛孝 (独立行政法人海上技術安全研究所海上

安全研究領域 耐航･復原性能研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
東アジア海域海洋環境モニタリング(瀬戸内海)データベース 国立環境研究所地球環境研究センター  【 ()】 
東・東南アジア地球科学情報データベース 産業技術総合研究所 地質情報研究部門統合地質情報研究グループ  【脇田浩二 (産業技術総合研究所 

地質情報研究部門統合地質情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
比治山大学図書館蔵書目録データベース 比治山大学図書館  【 ()】 
羊ヶ丘の気象データ 北海道農業研究センター寒地温暖化研究チーム  【村田 竜一 (北海道農業研究ｾﾝﾀｰ情報広報課)】 
ヒッチコック・コレクション 工学院大学 図書館  【工学院大学図書館 図書館管理課 (〒163-8677 東京都新宿区西新宿 1-24-2)】 
1,被服材料データベース 2,被服造形データベース 杉野服飾大学被服材料学研究室  【鈴木 美和子 (杉野服飾大学被服材料学研究室)】 
表形式データ検索 福井県衛生環境研究センター  【 (福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ 健康長寿推進室)】 
兵庫県立工業技術センターデータベース 兵庫県立工業技術センター  【園田司 (兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰ技術支援部)】 
広島県立東部工業技術センターデータベースサービス(仮称) 広島県立東部工業技術センター  【 ()】 
びわ湖情報データバンク 滋賀県琵琶湖研究所  【 (滋賀県琵琶湖研究所 情報管理部門)】 
ファインセラミックス学術情報データベース 財団法人 ファインセラミックスセンター  【浅井道生 ()】 
ファインセラミックス生データ・データベース (財)ファインセラミックスセンター  【大熊英夫 ()】 
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フェノロジー(生物季節)観測リスト 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 森林圏ステーション  【 (北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学
ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ)】 

フェリス女学院大学附属図書館蔵書検索システム フェリス女学院大学附属図書館  【 ()】 
福井県工業技術センター機器設備情報 福井県工業技術センター  【情報ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ (福井県工業技術ｾﾝﾀｰ情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ部)】 
福井工業大学蔵書目録データベース 福井工業大学図書館  【 ()】 
福井地域地盤データベース 福井地域環境研究会地盤分科会  【 ()】 
福岡県工業技術センター研究報告 福岡県工業技術センター  【 ()】 
福岡県農業総合試験場 研究情報システム 福岡県農業総合試験場 企画情報部 知的財産管理課  【知的財産管理課 (福岡県農業総合試験場 企画情

報部)】 
複雑系科学に関する情報発信(試験運用中) 京都大学大学院情報学研究科複雑系科学専攻  【複雑系科学専攻:宮崎修次 (京都大学大学院情報学研究

科複雑系科学専攻)】 
藤女子大学図書館データベース 藤女子大学図書館  【図書課長 (藤女子大学図書館)】 
藤原研究室 文献リスト 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 コンピュータ設計学講座(藤原研究室)  【藤原 秀雄 (情報

科学研究科ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ設計学講座)】 
物理探査調査研究活動データベース 産業技術総合研究所 地質調査情報センター  【[物探一覧｣担当 (産業技術総合研究所 地質調査情報ｾﾝ

ﾀｰ)】 
文化女子大学図書館 OPAC資料検索 文化女子大学図書館  【尾崎 弘美 (文化女子大学図書館)】 
文化女子大学図書館(文化学園図書館)貴重書画像データベース 文化女子大学図書館  【柳沼 恭子 (文化女子大学図書館)】 
文献情報データベース 国立女性教育会館  【 (国立女性教育会館女性教育情報ｾﾝﾀｰ)】 
分子性合成金属・超伝導体の化学と物理 斎藤 軍治,他 21名  【矢持 秀起 (京都大学 低温物質科学研究ｾﾝﾀｰ )】 
文書検索 福井県衛生環境研究センター  【 (福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ 健康長寿推進室)】 
放射線安全研究成果情報データベース 放射線医学総合研究所  【 ()】 
北陸先端科学技術大学院大学学位論文データベース 北陸先端科学技術大学院大学附属図書館  【学術管理係 (北陸先端科学技術大学院大学学術情報ｻｰﾋﾞｽ

室)】 
保存修復関係図書データベース 東京文化財研究所 企画情報部  【 ()】 
補聴器データベース 2006 中川辰雄  【 ()】 
北海道大学水産学部附属練習船うしお丸データサイト 北海道大学水産学部附属練習船うしお丸  【 (北海道大学水産学部附属練習船うしお丸)】 
北海道木造建築物データベース 北海道立林産試験場 企画指導部 デザイン科  【企画指導部 ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 (北海道立林産試験場)】 
北方森林圏データベース Forest Research Database(英名) 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 森林圏ステーション  【情報管理技術室 (北海道大学北方生

物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ)】 
松本大学図書館所蔵資料検索システム 松本大学図書館  【 ()】 
水俣病関係資料 熊本大学学術資料調査研究推進室  【 ()】 
水俣病に関する熊本大学医学部の研究論文等の目録 熊本大学学術資料調査研究推進室  【 ()】 
水俣病関連文献等所蔵目録検索システム 環境省国立水俣病総合研究センター国際・総合研究部国際・情報室  【 ()】 
南谷・中村研究室 発表論文 東京大学先端科学技術研究センター 情報物理システム分野  【今井 雅 (東京大学先端科学技術研究ｾﾝﾀｰ 

情報物理ｼｽﾃﾑ分野)】 
宮城教育大学環境研データベース 宮城教育大学教育学部附属環境教育実践研究センター  【目々澤紀子 (宮城教育大学環境教育実践研究ｾ

ﾝﾀｰ)】 
宮城県産業技術総合センター研究開発・ミヤギ産業技術情報 宮城県産業技術総合センター  【 ()】 
民間等との共同研究一覧、研究シーズ集、教員特許出願データ 産官学連携・知的財産センター  【 (東京農工大学 産官学連携･知的財産ｾﾝﾀｰ)】 
村崎凡人記念図書館オンライン目録検索(仮称) 図書館(徳島校)  【牧尾 裕 (徳島文理大学徳島校)】 
山梨県立女子短期大学図書館所蔵目録データベース 山梨県立女子短期大学図書館  【図書館 (山梨県立女子短期大学)】 
山野美容芸術短期大学図書館図書目録情報(仮称) 図書館  【大島 秀五 (山野美容芸術短期大学図書館)】 
有害紫外線モニタリングネットワークデータベース 国立環境研究所地球環境研究センター  【 ()】 
有機溶剤中毒症例データベース 日本産業衛生学会有機溶剤中毒研究会 症例集編集事務局  【上島 通浩 (名古屋大学大学院 医学系研究

科 環境労働衛生学)】 
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郵政研究所研究成果 郵政総合研究所  【 (日本郵政公社 経営企画部門 郵政総合研究所 調査分析部)】 
溶接用 CCT図データベース 物質・材料研究機構と科学技術振興事業団との共同研究  【山崎政義 (物質･材料研究機構材料基盤情報ｽ

ﾃｰｼｮﾝ)】 
溶媒抽出データベース 分離化学データベース研究会  【渡會 仁 (大阪大学大学院理学研究科化学専攻)】 
「横須賀市自然・人文博物館刊行物」目次一覧データベース 横須賀市自然・人文博物館HP監修担当者  【 ()】 
横山研究室発表論文一覧(仮称) 東京大学工学系研究科電気工学専攻横山研究室  【島田規人 (東京大学工学系研究科電気工学専攻横山

研究室)】 
予備的 LCAのための 4000品目環境負荷データベース(仮称) 物質・材料研究機構 エコマテリアル研究センター 環境循環材料グループ  【井島 清 (物質･材料研究機構 

ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ研究ｾﾝﾀｰ 軽量環境材料ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
ライダーデータベース 独立行政法人 海上技術安全研究所 運航・システム部門  【山之内 博 (独立行政法人 海上技術安全研究

所 運航･ｼｽﾃﾑ部門)】 
乱流の大規模数値計算データベース 名古屋大学大学院工学研究科計算理工学専攻金田研究室  【石原 卓 (名古屋大学大学院工学研究科 計

算理工学専攻)】 
乱流輸送現象のデータベース 東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻 笠木伸英  【笠木伸英 (東京大学大学院工学系研究科 機械

工学専攻)】 
理化学研究所図書館所蔵目録 (OPAC) 理化学研究所研究調整部研究交流課(図書・発表)  【 ()】 
理工学研究部 電子資料館 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
リサーチ アンド メディア ライブラリー オンライン目録検索(仮称) 図書館(香川校)  【湯浅 大二郎 (徳島文理大学香川校図書館)】 
立正大学蔵書目録 立正大学情報メディアセンター 学術情報サービス課  【水上 裕子 (立正大学情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 大崎学術情

報ｻｰﾋﾞｽ課)】 
リモートセンシング情報検索クラスタ(RSIRC) 長崎大学工学部 情報システム工学科  【 ()】 
龍谷大学社会科学研究所 統計・調査資料検索システム 龍谷大学社会科学研究所  【 (龍谷大学 社会科学研究所)】 
龍谷大学蔵書検索システム 龍谷大学学術情報センター  【 ()】 
流体科学研究所 公表論文リスト(仮称) 流体科学研究所 研究推進委員会  【研究推進委員会 研究評価担当 (東北大学流体科学研究所)】 
流体科学データベース 東北大学流体科学研究所  【光村 茂 (東北大学流体科学研究所)】 
流体の熱物性値プログラム・パッケージ PROPATH第 12.1版 プロパス・グループ 幹事 高田保之(九州大学大学院工学研究院機械科学部門)代表 伊藤猛宏(東亜大学大

学院総合学術研究科)  【高田保之 (九州大学大学院工学研究院 機械科学部門)】 
流体力学文献データベース 日本流体力学会データベース委員会  【久保昇三 (鳥取大学工学部応用数理工学科)】 
歴史絵引データベース 東京大学史料編纂所附属 画像史料解析センター  【黒田 日出男 (東京大学史料編纂所 附属画像史料解

析ｾﾝﾀｰ)】 
歴博図書目録 国立歴史民俗博物館  【 ()】 
早稲田大学 大泊研究室発表論文一覧(仮称) 大泊研究室  【金成 雄蔵 (早稲田大学理工学部大泊研究室)】 
稚内北星学園大学紀要 稚内北星学園大学紀要編集委員会  【 ()】 
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7. 産業 
データベースの名称 作成者の名称 【問い合わせ先 氏名 （大学・機関名等） 】 

A-line Database 独立行政法人 水産総合研究センター 北海道区水産研究所  【 ()】 
Database of Journals in Regional Geography and Agricultural Geography 仁平 尊明  【 ()】 
DNA Data Bank of Japan 国立遺伝学研究所生命情報・DDBJ研究センター  【 ()】 
Extremo Base(極限微生物ゲノムデータベース) 海洋科学技術センター極限環境生物フロンティア研究システム  【高見 英人､ 高木 善弘､ 松井 里美 (海洋

科学技術ｾﾝﾀｰ極限環境生物ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究ｼｽﾃﾑ)】 
FishPix 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
GTOP(Genome TO Protein structure and function) 西川 建  【西川 建 (国立遺伝学研究所 生命情報･DDBJ研究ｾﾝﾀｰ 大量遺伝情報研究室)】 
IAMカルチャーコレクションデータベース(仮称) 東京大学分子細胞生物学研究所 細胞機能情報研究センター  【横田 明 (東京大学分子細胞生物学研究

所)】 
KENKYUSHA ONLINE DICTIONARY 研究社  【 ()】 
Review Articles in Molecular Bioscieuces RAMBIOS刊行会  【 ()】 
Rust flora of Japan 植物寄生菌研究グループ  【柿嶌眞 (筑波大学生命環境科学研究科)】 
Sex Pheromone of Moths 東京農工大学大学院 BASE 安藤哲  【 ()】 
Silkbase Bombyx Genome Database Woking Group  【 ()】 
STUDY-RS MLキーワード検索 STUDY-RS ML参加者  【森山 雅雄 (長崎大学工学部情報ｼｽﾃﾑ工学科)】 
インターネット美術館 筑波大学芸術学系  【山中 敏正 (筑波大学芸術学系)】 
WFCC-MIRCEN World Data Centre for Microorganisms 国立遺伝学研究所生命情報・DDBJ研究センター データベース運用開発研究室  【菅原 秀明 (国立遺伝学

研究所)】 
WHHL/WHHLMIウサギ英文論文リストおよびWHHL/WHHLMIウサギの概要

(仮称) 
塩見 雅志  【塩見 雅志 (神戸大学医学部附属動物実験施設)】 

愛知教育大学蔵書目録 愛知教育大学附属図書館  【 ()】 
アオコをつくる藍藻 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
麻布大学附属学術情報センター所蔵目録(仮称) 麻布大学附属学術情報センター  【 (麻布大学附属学術情報ｾﾝﾀｰ)】 
阿南高専図書館蔵書目録データベース 阿南工業高等専門学校  【 ()】 
いしかわ森林図鑑 石川県林業試験場  【 ()】 
遺伝資源情報データベース(仮称) 国立遺伝学研究所・生物遺伝資源情報総合センター・系統情報研究室  【山崎 由紀子 (国立遺伝学研究所･

生物遺伝資源情報総合ｾﾝﾀｰ･系統情報研究室)】 
遺伝資源データベース 独立行政法人農業生物資源研究所  【白田 和人 (農業生物資源研究所 ｼﾞｰﾝﾊﾞﾝｸ 上席研究官)】 
茨城大学蔵書目録データベース 図書館  【 ()】 
岩手大学蔵書データベース 岩手大学情報メディアセンター図書館  【情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ図書館資料管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ (岩手大学)】 
インドネシアのスラウェシ島の魚類フィールドガイド 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
インドネシアの浅海性魚類フィールドガイド 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
宇宙から見た日本の農業 福原道一,今川俊明ほか  【 ()】 
大分県農林水産研究センター水産試験場 文献抄録データベース 大分県農林水産研究センター水産試験場  【西村和紀 (大分県農林水産研究ｾﾝﾀｰ水産試験場)】 
大阪女子大学附属図書館所蔵目録データベース 大阪女子大学  【 ()】 
大阪市立環境科学研究所研究成果集 大阪市立環境科学研究所  【 ()】 
岡山県林業試験場研究情報、岡山県農林水産総合情報システム 岡山県林業試験場 岡山県農林水産部農政企画課  【石井 哲 (岡山県林業試験場)】 
沖縄県工業技術情報データベース(仮称) 沖縄県工業技術センター  【照屋 将行 (沖縄県工業技術ｾﾝﾀｰ)】 
小樽商科大学蔵書目録データベース 小樽商科大学附属図書館  【 ()】 
帯広畜産大学附属図書館オンライン目録検索システム 帯広畜産大学附属図書館  【学術情報課 大平依理子 (帯広畜産大学附属図書館)】 
外国雑誌目録データベース 富山大学経済学部資料室  【田中 寛子  (富山大学経済学部資料室 )】 
カイコ・蚕糸・染織・シルク etc.に関心のある人のためのページ 農業生物資源研究所  【 ()】 
海産動物プランクトン動画データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
海棲哺乳類情報データベース   【 ()】 



 

 － 117 －

海棲哺乳類頭骨データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
外像データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設情報課ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
学術研究論文・解説データベース 財団法人衣笠会繊維研究所  【 ()】 
学術研究論文データベース(仮称) 神戸大学遺伝子実験センター環境遺伝子機能制御研究分野  【乾 秀之 (神戸大学遺伝子実験ｾﾝﾀｰ)】 
学術データベースサービス 京都大学学術情報メディアセンター  【 ()】 
鹿児島県林業試験場業務報告 鹿児島県林業試験場  【 ()】 
鹿児島県林業試験場研究成果集 鹿児島県林業試験場  【 (鹿児島県林業試験場)】 
鹿児島県林業試験場研究報告 鹿児島県林業試験場  【 (鹿児島県林業試験場)】 
果樹品種情報検索システム 果樹研究所  【 ()】 
神奈川県森林研究所(林業試験場)研究報告データベース 神奈川県自然環境保全センター研究部  【内山佳美 (神奈川県自然環境保全ｾﾝﾀｰ 研究部)】 
神奈川県農林水産情報システム成果資料データベース 神奈川県農業技術センター  【廣瀬一郎 (神奈川県農業技術ｾﾝﾀｰ 経営情報研究部)】 
神奈川県農林水産情報システム図書情報データベース 神奈川県農業技術センター  【山崎 弘 (神奈川県農業技術ｾﾝﾀｰ 経営情報研究部)】 
神奈川県の農業情報データベース 神奈川県農業技術センター 経営情報研究部  【廣瀬 一郎 (神奈川県農業技術ｾﾝﾀｰ 経営情報研究部)】 
刊行物 DataBase 北海道立林産試験場 企画指導部 普及課 技術係  【企画指導部 普及課 技術係 (北海道立林産試験場)】 
寒地土木技術情報センター 論文・刊行物検索 独立行政法人土木研究所 寒地土木研究所 企画室  【 ()】 
技術情報誌 大分県産業科学技術センター  【 ()】 
寄生虫学雑誌&Parasitology Internationalデータベース 赤尾信明・上村 清  【赤尾 信明 (東京医科歯科大学大学院国際環境寄生虫病学分野)】 
九州工業大学附属図書館蔵書目録データベース 九州工業大学附属図書館  【 ()】 
九州大学大学院農学研究院イネ系統保存データベース 九州大学大学院農学研究院附属遺伝子資源開発研究センター・植物遺伝子開発分野  【熊丸敏博 (九州大

学大学院農学研究院)】 
教科書コレクション画像データベース 教科書コレクション画像データベース化プロジェクト  【学術情報ｼｽﾃﾑ企画主担当 (広島大学図書館学術情報

企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
京都工芸繊維大学地域共同研究センター科学技術相談室案内 京都工芸繊維大学 地域共同研究センター  【平田 治義 (京都工芸繊維大学 地域共同研究ｾﾝﾀｰ)】 
京都市産業技術研究所工業技術センター研究報告抄録データベース 京都市産業技術研究所 工業技術センター  【 ()】 
京都大学総合博物館自然史標本データベース 京都大学総合博物館  【角谷 岳彦 (京都大学総合博物館情報発信系)】 
魚類写真資料データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
キラリティ・データベース 東北大学多元物質科学研究所 資源変換・再生研究センター反応化学情報研究部  【原田 宣之 (東北大学

多元物質科学研究所 資源変換･再生研究ｾﾝﾀｰ 反応化学情報研究部)】 
草地植生ファクトデータベース 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所 草地研究支援センター草地動態モニタリ

ング室「草地の動態に関する研究」事務局  【板野 志郎 (独立行政法人農業･食品産業技術総合研究機構 
畜産草地研究所 草地研究支援ｾﾝﾀｰ草地動態ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ室)】 

久保文庫目録 東京海洋大学附属図書館学術情報係  【 ()】 
熊本学園大学産業経営研究所資料データーベース 熊本学園大学 付属産業経営研究所  【上野 照美 (熊本学園大学 付属産業経営研究所)】 
グラバー図譜データベース 長崎大学附属図書館  【 (長崎大学附属図書館 )】 
研究 独立行政法人航海訓練所  【研究企画担当 (独立行政法人航海訓練所)】 
研究業績 環境調節工学研究室(千葉大学園芸学部)  【後藤英司 (千葉大学 園芸学部環境調節工学研究室)】 
研究成果データベース(仮称) (財)日本生物科学研究所 企画学術部  【草薙公一､ (財団法人 日本生物科学研究所)】 
研究データベース(食品総合研究所公開HP) 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 食品総合研究所企画管理部情報広報課  【金井二三子 

(独立行政法人 農業･食品産業技術総合研究機構 食品総合研究所)】 
研究報告データベース 神奈川県畜産技術センター  【企画経営部 (神奈川県畜産技術ｾﾝﾀｰ)】 
研究報告データベース 宮崎県工業技術センター・宮崎県食品開発センター  【有留裕太 (宮崎県工業技術ｾﾝﾀｰ)】 
研究報告データベース 愛媛県工業技術センター  【 (愛媛県工業技術ｾﾝﾀｰ)】 
研究報告データベース 大分県産業科学技術センター  【技術支援担当 (大分県産業科学技術ｾﾝﾀｰ)】 
研究論文データベース(仮称) 京都府立海洋センター  【 (京都府立海洋ｾﾝﾀｰ)】 
健康・環境・サイエンス 大阪市立環境科学研究所  【 ()】 
県内の漁模様、市況 山口県水産研究センター  【 ()】 
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麹菌 ESTデータベース 独立行政法人 酒類総合研究所 微生物研究室  【 ()】 
酵素一覧 独立行政法人食品総合研究所  【北岡 本光 (独立行政法人食品総合研究所応用微生物部酵素機能研究

室)】 
高知県立森林技術センター資料情報データベース 高知県立森林技術センター  【松岡良昭 ()】 
国際蛋白質構造データバンク 米国 RCSB(Research Collaboratory for Structural Bioinformatics)と、ヨーロッパの EBI(European 

Bioinformatics Institute)、大阪大学蛋白質研究所内の PDBj(Protein Data Bank Japan:日本蛋白質
構造データバンク)が、国際組織として wwPDB(World-wide Protein Data Bank)なる組織を 2003年に設
立し、データ収集を協力して行って作成。PDBjは、アジア･オセアニア地区を担当。  【中村春木 (大阪大学
蛋白質研究所附属ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ総合研究ｾﾝﾀｰ)】 

国立極地研究所 出版物データベース(仮称) 国立極地研究所 情報図書室  【川村順子 (国立極地研究所 情報図書室)】 
国立極地研究所所蔵資料目録及び出版物データベース 国立極地研究所 情報図書室  【 ()】 
古代・中世都市生活史(物価) 国立歴史民俗博物館 研究部 歴史研究系  【 ()】 
五訂日本食品標準成分表データベース 椙山女学園大学生活科学部 食品機能学研究室  【安本 教傳 (椙山女学園大学 生活科学部)】 
(財)国際通信経済研究所 資料室 検索サービス (財)国際通信経済研究所  【 ()】 
サイトカインシグナル伝達経路データベース サイトカインシグナル伝達経路研究会  【野見山 尚之 (熊本大学大学院医学薬学研究部総合医薬科学部門

生体機能病態学講座)】 
サイトカインファミリーデータベース サイトカインシグナル伝達経路研究会  【野見山 尚之 (熊本大学大学院医学薬学研究部総合医学科学部門

生体機能病態学講座)】 
佐賀県有明水産振興センター研究報告書データベース 佐賀県有明水産振興センター  【 ()】 
作物学データベース 農業生物資源研究所  【 ()】 
雑穀研究データベース 東京学芸大学教育学部環境教育実践施設  【木俣 美樹男 (東京学芸大学環境教育実践施設)】 
産業技術の歴史 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
蚕糸関係遺伝資源データベース 農業生物資源研究所  【 ()】 
滋賀県立大学環境科学部年報目次(仮称) 滋賀県立大学環境科学部  【 ()】 
試験研究成果一覧 北海道立中央農業試験場企画情報室  【主査 (北海道立中央農業試験場企画情報技術ｾﾝﾀｰ企画情報室)】 
試験研究成果情報検索 北海道立中央水産試験場  【 (北海道立中央水産試験場 企画情報室)】 
資源生物画像情報データベース 資源生物画像情報データベース作成委員会  【大森宏 (東京大学大学院農学生命科学研究科)】 
施設に保存されている研究用植物のデータベース 研究用植物データベース作成グループ  【大井 哲雄 (東京大学大学院理学系研究科附属植物園)】 
写真で見る外来雑草 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所 飼料作生産性向上研究チーム  【黒川 

俊二 (独立行政法人農業･食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所 飼料作生産性向上研究ﾁｰﾑ)】 
獣医学術肉眼標本データベース 岩手大学農学部獣医学科家畜病理学教室  【岡田幸助 (岩手大学農学部)】 
獣医学症例データベース 「獣医学系教育 IT コンソーシアム」及び「メディア教育開発センター」  【 (ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ普及促進部教

育情報課情報ｼｽﾃﾑ部門)】 
獣医寄生虫データベース Veterinary Parasitology Catalogue With Original 

Articles.(VPC) 
動物医学研究会  【奥祐三郎､野中成晃 (北海道大学大学院獣医学研究科動物疾病制御学講座寄生虫学教
室)】 

獣医臨床薬理学データベース 獣医臨床薬理 DB研究会  【伊藤 勝昭 (宮崎大学農学部)】 
種子落下量観測地点リスト 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 森林圏ステーション  【 (北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学

ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ)】 
出版物情報(広島県保健環境センター研究報告) 広島県保健環境センター  【 ()】 
樹木年輪研究会文献一覧 小林 修  【小林 修 (愛媛大学農学部附属演習林米野々森林研究ｾﾝﾀｰ)】 
樹木方言データベース 神奈川県自然環境保全センター研究部  【内山佳美 (神奈川県自然環境保全ｾﾝﾀｰ 研究部)】 
消費者問題文献情報 国民生活センター情報資料館  【 ()】 
情報学研究   【総務･教務掛 (京都大学大学院情報学研究科)】 
職業能力開発総合大学校図書館蔵書データベース 職業能力開発総合大学校図書館  【 (職業能力開発総合大学校図書館)】 
食品-医薬品相互作用データベース 城西大学薬学部医療栄養学科  【 ()】 
食品機能性マニュアル 独立行政法人食品総合研究所  【津志田 藤二郎 (独立行政法人食品総合研究所食品機能部長)】 
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食品研究成果情報 独立行政法人食品総合研究所  【岡田憲幸 (独立行政法人食品総合研究所)】 
食品と栄養データベース 食品と栄養データベース作成委員会  【吉村幸雄 (四国大学)】 
植物遺伝資源データベース 佐賀大学農学部遺伝資源学研究室  【 ()】 
女子栄養大学・短期大学部(含 香川栄養専門学校)図書館 LIFEシステム 女子栄養大学・短期大学部(含 香川栄養専門学校)図書館  【小川 禮子 (女子栄養大学図書館)】 
所蔵資料目録データベース(雑誌)   【 ()】 
所蔵資料目録データベース(図書) 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
所蔵図書データベース(仮称) 独立行政法人 酒類総合研究所  【 (独立行政法人 酒類総合研究所)】 
飼料イネ技術情報 独立行政法人農業・食品産業技術研究機構 畜産草地研究所 飼料調製研究チーム  【松尾 守展 ()】 
飼料作物の害虫目録 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所 畜産温暖化研究チーム  【神田 健一 

(独立行政法人農業･食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所 畜産温暖化研究ﾁｰﾑ)】 
飼料作物病害図鑑 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所 畜産温暖化研究チーム  【月星 隆雄 

(独立行政法人農業･食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所 畜産温暖化研究ﾁｰﾑ)】 
信州大学繊維学部教育研究活動データベース 信州大学繊維学部  【 ()】 
新聞記事見出しによる水俣病関係年表 1956-1971 熊本大学学術資料調査研究推進室  【 ()】 
人文学部紀要・政経学会雑誌目次一覧 茨城大学 人文学部 人文図書室  【 ()】 
森林土壌情報データベース 北海道立林業試験場  【 (北海道立林業試験場企画指導部森林情報室情報管理科)】 
森林利用関係文献リスト 森林利用学会  【仁多見俊夫 (森林利用学会)】 
水産大学校教員研究情報データベース 水産大学校企画情報部企画課  【 ()】 
水産大学校図書館蔵書検索システム(OPAC) 企画情報部 図書課  【 ()】 
住田文庫ホームページ   【 ()】 
製紙科学データベース 東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 製紙科学研究室 江前敏晴  【江前敏晴 (東京大

学大学院農学生命科学研究科生物材料科学専攻)】 
生存圏データベース 京都大学生存圏データベース作成委員会  【 ()】 
生理活性脂質データベース 湯尾 明(国立国際医療センター研究所)  【湯尾 明 (国立国際医療ｾﾝﾀｰ研究所)】 
世界の食料統計 鳥取大学農学部・伊東研究室  【伊東 正一 (鳥取大学農学部)】 
世界の食料統計 九州大学大学院農学研究院・伊東研究室  【伊東 正一 (九州大学大学院農学研究院)】 
タイのリボン島の魚類フィルードガイド 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
高岡高商蔵書(和書)目録データベース 富山大学経済学部資料室  【谷川 裕子  (富山大学経済学部資料室 )】 
高岡高等商業学校関係逐次刊行物記事索引 富山大学経済学部資料室  【 ()】 
高崎経済大学附属図書館所蔵目録データベース(仮称) 高崎経済大学附属図書館事務室 図書担当  【 (高崎経済大学附属図書館事務室 図書担当)】 
地球環境を守るために 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
中京学院大学総合メディアセンター蔵書目録データベース 総合メディアセンター  【 ()】 
(社)中国研究所ホームページ (社)中国研究所  【 ()】 
中部農業経営・経済文献目録一覧(仮称) 中部農業経済学会  【中部農業経済学会事務局 (名古屋大学大学院生命農学研究科食糧生産管理学研究

室)】 
長期観測林データベース 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 森林圏ステーション  【 (北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学

ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ)】 
貯穀害虫・天敵図鑑 独立行政法人 食品総合研究所 流通安全部 食品害虫研究室  【宮ﾉ下 明大 (独立行政法人食品総合研究

所 流通安全部 食品害虫研究室)】 
帝塚山大学図書館・蔵書目録データベース(仮称) 帝塚山大学図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽ係  (帝塚山大学図書館本館 )】 
東京海洋大学附属図書館蔵書目録(OPAC) 東京海洋大学附属図書館学術情報係  【 ()】 
東京大学愛知演習林量水観測結果報告 東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林愛知演習林  【芝野 博文 (東京大学)】 
東京大学経済学部所蔵特別資料戦時海運関係資料目録 武田 晴人(経済学部教授)  【 (東京大学大学院経済学研究科･経済学部図書館図書運用掛)】 
東京農工大学研究年報データベース 東京農工大学図書館  【矢崎省三 (東京農工大学図書館小金井図書館)】 
東寺文書悉皆目録及び花押画像データベース 東寺文書データベース作成委員会  【富田 正弘 (富山大学 人文学部)】 
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動植物調査データベース 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 森林圏ステーション  【 (北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学
ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ)】 

頭足類の顎板による種査定に関するマニュアル 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
東北大学ノア画像データベース 東北大学 東北アジア研究センター  【工藤純一 (東北大学 東北ｱｼﾞｱ研究ｾﾝﾀｰ)】 
徳川林政史研究所所蔵史料データベース 徳川林政史研究所  【 ()】 
鳥取県科学サロン研究データベース 鳥取県総務部教育・学術振興課  【 ()】 
鳥取県産業技術センター研究報告およびとっとり技術ニュース 鳥取県産業技術センター研究報告およびとっとり技術ニュース編集委員会  【柏木秀文 (鳥取県産業技術ｾﾝ

ﾀｰ 研究企画部)】 
内部被爆線量評価のための代謝データベース 放射線医学総合研究所  【 ()】 
中尾佐助スライドデータベース 大阪府立大学学術情報センター  【学術情報ｸﾞﾙｰﾌﾟ学術情報担当 (大阪府立大学学術情報ｾﾝﾀｰ)】 
長野県食品工業試験場 HOME PAGE 長野県食品工業試験場  【 ()】 
名古屋大学学術機関リポジトリ 名古屋大学附属図書館  【 ()】 
名古屋大学学術ナレッジ・ファクトリー 名古屋大学附属図書館  【 ()】 
ナショナルバイオリソースプロジェクト「ラット」 京都大学大学院医学研究科附属動物実験施設  【芹川忠夫 (京都大学大学院医学研究科附属動物実験施

設)】 
納豆研究文献データベース 独立行政法人食品総合研究所  【稲津康弘:微生物制御研究室､伊藤義文:発酵細菌研究室 (独立行政法人

食品総合研究所)】 
奈良県森林技術センター研究成果文献データベース 奈良県森林技術センター  【 ()】 
奈良先端科学技術大学院大学電子図書館システム 奈良先端科学技術大学院大学附属図書館  【井上敏宏 (奈良先端科学技術大学院大学教育･研究支援部学

術情報課)】 
南極海植物プランクトンデータベース 南極海プランクトンデータベース作成委員会  【 ()】 
新潟大学貴重資料データベース 新潟大学附属図書館  【 ()】 
新潟大学農学部研究報告 新潟大学農学部研究報告編集委員会  【委員長新村末雄 ()】 
日本画像データベース 東北大学理学部大気海洋変動観測研究センター  【川村宏 (東北大学大学院理学研究科附属大気海洋変動

観測研究ｾﾝﾀｰ)】 
日本関係欧文図書目録データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
日本近海の波と風データベース 独立行政法人海上技術安全研究所  【 (独立行政法人海上技術安全研究所辻本 勝､石田 茂資)】 
日本作物学会論文検索 日作紀データベースプロジェクトボランティアグループ  【萩原素之 (信州大学農学部)】 
日本産淡水魚類標本データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
日本産淡水魚類分布データベース   【 ()】 
日本大学経済学部図書館蔵書目録データベース 日本大学経済学部図書館  【経済学部図書館課 (日本大学経済学部図書館)】 
日本大学商学部図書館目録データベース 日本大学商学部図書館  【ﾚﾌｧﾚﾝｽ係 (日本大学商学部図書館)】 
日本動物分類学データベース ETIJ  【酒井勝司 (四国大学生物学研究室)】 
日本に在る脊椎動物化石標本のデータベース JAFOV構築作業グループ  【山本 嘉一郎 (京都光華女子大学 人間関係学部)】 
日本の魚類データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
日本リモートセンシング学会文献データベース 日本リモートセンシング学会 情報委員会  【森山 雅雄 (長崎大学工学部情報ｼｽﾃﾑ工学科)】 
熱収支・水収支観測データベース 筑波大学陸域環境研究センター  【 ()】 
燃焼技術・科学データベース DACOS作成・保守委員会  【中山 満茂 (国士館大学工学部)】 
農業環境用語辞典 農業環境技術研究所 農業環境インベントリーセンター  【 ()】 
農業気象 徳島県立農林水産総合技術支援センター農業研究所  【 ()】 
野村鎮コレクション ホロタイプ 画像データベース 独立行政法人 国立科学博物館  【 ()】 
羽原文庫目録 東京海洋大学附属図書館学術情報係  【 ()】 
浜松大学附属図書館蔵書目録 OPAC 浜松大学附属図書館  【 ()】 
比治山大学図書館蔵書目録データベース 比治山大学図書館  【 ()】 
羊ヶ丘の気象データ 北海道農業研究センター寒地温暖化研究チーム  【村田 竜一 (北海道農業研究ｾﾝﾀｰ情報広報課)】 
病原細菌データベース 病原細菌データベース作成委員会  【後藤 俊幸 (京都大学医学部保健学科)】 
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兵庫県漁具図解   【 ()】 
兵庫県立工業技術センターデータベース 兵庫県立工業技術センター  【園田司 (兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰ技術支援部)】 
広島県立東部工業技術センターデータベースサービス(仮称) 広島県立東部工業技術センター  【 ()】 
広島県立農業技術センター 研究成果情報 広島県立農業技術センター  【 ()】 
びわ湖情報データバンク 滋賀県琵琶湖研究所  【 (滋賀県琵琶湖研究所 情報管理部門)】 
フェノロジー(生物季節)観測リスト 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 森林圏ステーション  【 (北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学

ｾﾝﾀｰ 森林圏ｽﾃｰｼｮﾝ)】 
「普及に移す技術」76号～81号 PDFファイル 宮城県農業・園芸総合研究所  【 ()】 
福井工業大学蔵書目録データベース 福井工業大学図書館  【 ()】 
福岡県工業技術センター研究報告 福岡県工業技術センター  【 ()】 
福岡県農業総合試験場 研究情報システム 福岡県農業総合試験場 企画情報部 知的財産管理課  【知的財産管理課 (福岡県農業総合試験場 企画情

報部)】 
紅花の歴史文化館   【 ()】 
変異タンパク質データベース 変異タンパク質データベース作成質(国立遺伝学研究所、大量遺伝情報研究室内)  【 ()】 
放射線安全研究成果情報データベース 放射線医学総合研究所  【 ()】 
捕食・寄生性昆虫ダニ類 文献データベース 捕食・寄生性昆虫研究会  【戒能 洋一 (筑波大学 農林学系)】 
星稜女子短期大学図書館蔵書目録データベース 星稜女子短期大学図書館  【 ()】 
保存菌株リスト(麹菌)(仮称) 独立行政法人 酒類総合研究所 微生物研究室  【 ()】 
北海道立林業試験場・研究成果文献データベース 北海道立林業試験場  【 (北海道立林業試験場企画指導部森林情報室情報管理科)】 
北方森林圏データベース 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション  【 ()】 
北方森林圏データベース Forest Research Database(英名) 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 森林圏ステーション  【情報管理技術室 (北海道大学北方生

物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ)】 
松田裕之業績目録 松田裕之  【松田 裕之 (横浜国立大学環境情報研究院)】 
松本大学図書館所蔵資料検索システム 松本大学図書館  【 ()】 
三重大学水産実験所魚類標本 木村 清志  【 ()】 
水俣病関係資料 熊本大学学術資料調査研究推進室  【 ()】 
水俣病に関する熊本大学医学部の研究論文等の目録 熊本大学学術資料調査研究推進室  【 ()】 
宮城県産業技術総合センター研究開発・ミヤギ産業技術情報 宮城県産業技術総合センター  【 ()】 
宮崎県畜産試験場側 畜試ニュース 宮崎県畜産試験場  【川野 英和 (宮崎県畜産試験場 )】 
民間等との共同研究一覧、研究シーズ集、教員特許出願データ 産官学連携・知的財産センター  【 (東京農工大学 産官学連携･知的財産ｾﾝﾀｰ)】 
民俗誌 上野和男  【 ()】 
木材科学文献データベース 京都大学大学院農学研究科森林科学専攻林産加工学分野  【澤田 豊 (京都大学農学研究科森林科学専

攻,林産加工学分野)】 
夜間主コース図書室所蔵図書データベース 富山大学経済学部資料室  【谷川 裕子  (富山大学経済学部資料室 )】 
山口県林業指導センターホームページ試験研究 山口県林業指導センター研究部  【藤原敏郎 (山口県林業指導ｾﾝﾀｰ)】 
有用生物資源画像データベース 東京大学農学生命科学研究科生物測定学研究室  【 ()】 
ライフサイエンス辞書 ライフサイエンス辞書プロジェクト  【金子周司 (京都大学大学院薬学研究科生体機能解析学分野)】 
酪農学園大学・酪農学園大学短期大学部附属図書館目録データベース 酪農学園大学・酪農学園大学短期大学部附属図書館  【照井 俊秀 (酪農学園大学附属図書館)】 
リモートセンシング情報検索クラスタ(RSIRC) 長崎大学工学部 情報システム工学科  【 ()】 
龍谷大学社会科学研究所 統計・調査資料検索システム 龍谷大学社会科学研究所  【 (龍谷大学 社会科学研究所)】 
林業・林産関係国内文献情報データベース 独立行政法人森林総合研究所  【図書情報係 (独立行政法人森林総合研究所企画調整部資料課)】 
林木遺伝資源配布目録   【 ()】 
論文記事検索データベース 企画連絡室 広報課  【 (農林水産政策研究所 企画連絡室 広報課)】 
和漢古典籍目録検索システム 龍谷大学 大宮図書館課  【 ()】 
和雑誌目録 富山大学経済学部資料室  【織田 松美  (富山大学経済学部資料室)】 
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8. 芸術 美術 
データベースの名称 作成者の名称 【問い合わせ先 氏名 （大学・機関名等） 】 

Asian Iconographic Resources (アジア図像集成) 森雅秀  【 ()】 
AV資料データベース 早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ室  【 (早稲田大学演劇博物館)】 
浮世絵閲覧システム 早稲田大学 坪内博士記念演劇博物館 デジタル・アーカイブ室  【 (早稲田大学演劇博物館)】 
愛知教育大学蔵書目録 愛知教育大学附属図書館  【 ()】 
アジア地域情報総合検索サイト 東洋大学アジア文化研究所アジア地域研究センター  【 ()】 
阿南高専図書館蔵書目録データベース 阿南工業高等専門学校  【 ()】 
意匠文化データベース 意匠文化データベース作成委員会  【 ()】 
市川雅ダンスコレクション 早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ室  【 (早稲田大学演劇博物館)】 
茨城大学蔵書目録データベース 図書館  【 ()】 
ウォータースポーツ文献情報データベース 千足耕一  【千足耕一 (鹿屋体育大学 海洋ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ)】 
映画写真データベース 早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ室  【 (早稲田大学演劇博物館)】 
大阪大谷大学図書館蔵書目録データベース 大阪大谷大学図書館  【 (大阪大谷大学図書館)】 
大阪女子大学附属図書館所蔵目録データベース 大阪女子大学  【 ()】 
大阪体育大学図書館 OPAC(仮称) 大阪体育大学図書館  【 ()】 
オリンピック関係図書コレクション 福岡大学図書館  【長岡 啓司 (福岡大学図書館)】 
音楽資料:エルンスト・プッチェル先生作品集 鹿児島大学附属図書館  【 (鹿児島大学附属図書館)】 
怪異・妖怪絵姿データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
活水学術情報データベース 活水女子大学図書課  【 ()】 
金沢学院大学デジタルミュージアム   【 ()】 
金沢美術工芸大学附属図書館絵手本データベース 絵手本 DB作成グループ  【 ()】 
貴重書画像 早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ室  【 (早稲田大学演劇博物館)】 
貴重書目録 西洋編 1850年以前 国立音楽大学附属図書館  【 (国立音楽大学附属図書館)】 
九州工業大学情報工学部紀要データベース 九州工業大学附属図書館情報工学部分館  【 ()】 
九州工業大学情報工学部筑豊写真ギャラリー 九州工業大学附属図書館情報工学部分館図書係  【 ()】 
九州工業大学附属図書館蔵書目録データベース 九州工業大学附属図書館  【 ()】 
九州女子大学・九州女子短期大学附属図書館データベース管理システム 九州女子大学・九州女子短期大学附属図書館  【松尾伸二 (九州女子大学･九州女子短期大学附属図書

館)】 
九州地区劇団占領期 GHQ検閲台本(ダイザー・コレクション) 早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ室  【 (早稲田大学演劇博物館)】 
教育学系博士・修士学位論文データベース 国立教育政策研究所  【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
教育研究論文索引 国立教育政策研究所  【吉岡 亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
教育情報データベース 国立教育政策研究所  【 ()】 
教科書コレクション画像データベース 教科書コレクション画像データベース化プロジェクト  【学術情報ｼｽﾃﾑ企画主担当 (広島大学図書館学術情報

企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ)】 
共立女子大学総合文化研究所紀要目次 共立女子大学総合文化研究所  【小林万洋 (共立女子大学総合文化研究所)】 
近世風俗図会データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設情報課ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
国別にみる児童文学 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
倉敷市立短期大学研究情報(仮称) 倉敷市立短期大学及び個人  【永田 桂輔 (倉敷市立短期大学)】 
研究資料検索システム 東京文化財研究所 企画情報部  【 ()】 
研究報告サービスシステム「メビウス」 鹿児島県工業技術センター  【 ()】 
研究報告総目次 北海道教育大学大雪山自然教育研究施設  【浅川 哲弥 (北海道教育大学 旭川校)】 
現代演劇上演記録データベース 早稲田大学 坪内博士記念演劇博物館 演劇博物館  【 (早稲田大学演劇博物館)】 
甲南女子大学目録データベース 甲南女子大学図書館及びメディアセンター  【 (甲南女子大学図書館)】 
国際武道大学蔵書目録データベース(仮称) 国際武道大学図書館  【 ()】 
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国立音楽大学附属図書館 OPACデータベース 国立音楽大学附属図書館  【 (国立音楽大学附属図書館)】 
国立西洋美術館図書情報システム 国立西洋美術館  【 (国立西洋美術館研究資料ｾﾝﾀｰ)】 
古筆切所収情報データベース 久保木秀夫  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ総合受付 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
雑誌データベース 早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ室  【 (早稲田大学演劇博物館)】 
雑誌『能楽』記事索引データベース 早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ室  【 (早稲田大学演劇博物館)】 
山野美容芸術短期大学研究紀要目録情報 図書館  【 (山野美容芸術短期大学図書館)】 
収蔵品データベース   【 ()】 
主要国際柔道大会映像データベース 中村勇  【中村勇 ()】 
生涯学習情報サービス・データベース(仮称) 宮崎女子短期大学 生涯学習推進委員会  【日高英幸 (宮崎女子短期大学)】 
職業能力開発総合大学校図書館蔵書データベース 職業能力開発総合大学校図書館  【 (職業能力開発総合大学校図書館)】 
所蔵楽器データ 国立音楽大学楽器学資料館  【 (国立音楽大学楽器学資料館)】 
推薦図書データベース 国立音楽大学附属図書館  【 (国立音楽大学附属図書館)】 
「体育・スポーツ哲学研究」目次検索システム(仮称) 日本体育・スポーツ哲学会  【畑 孝幸 (長崎大学教育学部)】 
体育・スポーツ社会学関連文献検索 川西正志(代表)  【川西正志 (鹿屋体育大学 生涯ｽﾎﾟｰﾂ実践ｾﾝﾀｰ)】 
大学体育研究・総目次 筑波大学 体育センター  【統計調査研究担当 (筑波大学体育ｾﾝﾀｰ)】 
大雪山自然教育研究施設研究報告 Online version 北海道教育大学大雪山自然教育研究施設  【浅川 哲弥 (北海道教育大学旭川校)】 
拓本文字データベース   【 ()】 
竹内芳太郎コレクション 工学院大学 図書館  【 (工学院大学図書館 図書館管理課)】 
多摩美術大学図書館蔵書データベース(仮称) 多摩美術大学図書館  【森 由幾子 (多摩美術大学図書館)】 
陳暘樂書研究データベース 児玉 憲明  【児玉憲明 ()】 
中国図書目録データベース   【 ()】 
ちりめん本データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設情報課ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
筑波技術大学 障害者支援学術情報システム 筑波技術大学 学術・社会貢献推進委員会  【 (筑波技術大学)】 
筑波大学 共通体育シバラス 筑波大学 体育センター  【正課体育担当 (筑波大学体育ｾﾝﾀｰ)】 
デジタルギャラリー:超高精細画像検索表示システム 国立西洋美術館  【川口雅子 (国立西洋美術館)】 
デジタルジャーナル 東海大学福岡短期大学 メディア情報センター  【 ()】 
帝塚山大学図書館・蔵書目録データベース(仮称) 帝塚山大学図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽ係  (帝塚山大学図書館本館 )】 
展覧会カタログ所載古美術文献データベース 東京文化財研究所 企画情報部  【 (東京文化財研究所 企画情報部)】 
ドイツ・スポーツ運動論、主要語彙用例データベース 綿引勝美  【綿引勝美 (鳴門教育大学)】 
東京家政大学図書館蔵書検索データベース(仮称) 東京家政大学図書館  【 (東京家政大学図書館)】 
独立行政法人国立美術館所蔵作品総合目録検索システム(試行版) 独立行政法人国立美術館  【 ()】 
トムソン写真の世界 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
長岡造形大学附属図書館データベース 長岡造形大学附属図書館  【金内理香 (長岡造形大学附属図書館)】 
名古屋大学学術機関リポジトリ 名古屋大学附属図書館  【 ()】 
名古屋大学学術ナレッジ・ファクトリー 名古屋大学附属図書館  【 ()】 
奈良教育大学学術情報研究センター教育資料館所蔵女筆手本類データベース 奈良教育大学学術情報研究センター  【 ()】 
奈良地域関連資料画像データベース 奈良女子大学附属図書館  【 ()】 
日本近代画像データベース 日本近代デザインデータベース作成委員会  【 ()】 
日本古典演劇・近世文献目録データベース 園田学園女子大学近松研究所  【 (園田学園女子大学近松研究所)】 
日本女子体育大学附属図書館蔵書目録 日本女子体育大学附属図書館  【 (日本女子体育大学附属図書館)】 
日本のゴルフに関する研究文献データベース 金城大学社会福祉学部  【 ()】 
日本美術シソーラスデータベース絵画編(試験運用版) 筑波大学日本美術シソーラスデータベース作成委員会  【五十殿利治 (筑波大学芸術学系)】 
浜松大学附属図書館蔵書目録 OPAC 浜松大学附属図書館  【 ()】 
比治山大学図書館蔵書目録データベース 比治山大学図書館  【 ()】 
福井工業大学蔵書目録データベース 福井工業大学図書館  【 ()】 
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舞台写真データベース 演劇博物館 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ室  【 (早稲田大学演劇博物館)】 
ふれあいサイエンス 2000「速く走るための動きを科学的に解析してみませんか」 鈴木秀次  【鈴木秀次 (早稲田大学 人間科学部)】 
平安京都名所図会データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
米国議会図書館所蔵浮世絵データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設情報課ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
ベートーヴェン初期印刷楽譜目録 国立音楽大学音楽研究所ベートーヴェン研究部門(長谷川由美子)  【長谷川 由美子 (国立音楽大学音楽研

究所ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ研究部門)】 
北海道教育大学大雪山自然教育研究施設ホームページ 北海道教育大学大雪山自然教育研究施設  【 ()】 
松本大学図書館所蔵資料検索システム 松本大学図書館  【 ()】 
都年中行事画帖 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
村崎凡人記念図書館オンライン目録検索(仮称) 図書館(徳島校)  【牧尾 裕 (徳島文理大学徳島校)】 
毛利家文庫写真画像データベース   【 ()】 
模倣製作埴輪データベース 早稲田大学 會津八一記念博物館  【 (早稲田大学會津八一記念博物館)】 
山梨県立女子短期大学図書館所蔵目録データベース 山梨県立女子短期大学図書館  【図書館 (山梨県立女子短期大学)】 
リサーチ アンド メディア ライブラリー オンライン目録検索(仮称) 図書館(香川校)  【湯浅 大二郎 (徳島文理大学香川校図書館)】 
立命館学術情報システム 立命館大学図書館  【鳥井 真木 (立命館大学総合情報ｾﾝﾀｰ衣笠ﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽ課)】 
論文・成果集 東北産学官連携センター  【 ()】 
和歌データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
和光大学附属梅根記念図書館所蔵目録データベース 和光大学附属梅根記念図書館  【沢里冬子 (和光大学附属梅根記念図書館)】 
早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ・コレクション 早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ室  【 (早稲田大学演劇博物館)】 
稚内北星学園大学紀要 稚内北星学園大学紀要編集委員会  【 ()】 
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9. 言語 
データベースの名称 作成者の名称 【問い合わせ先 氏名 （大学・機関名等） 】 

KENKYUSHA ONLINE DICTIONARY 研究社  【 ()】 
P.O. Bodding's Santal Dictionary 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
Red Book of Endangered Languages(危機言語レッドブック) 危機言語クリアリングハウス  【山田 久就 (東京大学大学院人文社会系研究科附属文化交流研究施設東洋諸

民族研究部門)】 
Saiva Scriptures 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
愛知教育大学蔵書目録 愛知教育大学附属図書館  【 ()】 
アイヌ語方言地図 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
青森明の星短期大学ホームページ 青森明の星短期大学情報処理委員会  【坂本 明裕 (青森明の星短期大学情報処理委員会)】 
浅井タケ昔話全集 I, II 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
アサバスカンリバイバル 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
アジア・アフリカにおける多言語状況と生活文化の動態 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
アジア文字曼陀羅～インド系文字の旅 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
阿南高専図書館蔵書目録データベース 阿南工業高等専門学校  【 ()】 
あの映画･あの言葉～スクリプトで外国語を学ぶために～ 京都外国語大学付属図書館  【 ()】 
アラビア文字の旅 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
伊波普猷文庫画像データベース 琉球大学 附属図書館  【情報管理課目録管理係 (琉球大学附属図書館)】 
茨城大学蔵書目録データベース 図書館  【 ()】 
インターネット西夏学会 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
大阪女子大学附属図書館所蔵目録データベース 大阪女子大学  【 ()】 
小笠原諸島に関する人文・社会科学関係文献目録 ダニエル・ロング  【ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾛﾝｸﾞ  (首都大学東京大学院人文科学研究科人間科学専攻日本語教育学教

室 )】 
関西外国語大学紀要論文データベース 関西外国語大学図書館学術情報センター  【 ()】 
関西外国語大学図書館オンライン目録(仮称) 関西外国語大学図書館学術情報センター  【目録係 (関西外国語大学図書館学術情報ｾﾝﾀｰ)】 
神田外語大学附属図書館蔵書目録データベース(仮称) 神田外語大学附属図書館  【 ()】 
Endangered Languages 「危機言語」のホームページ 東洋言語研究室  【 ()】 
九州工業大学情報工学部紀要データベース 九州工業大学附属図書館情報工学部分館  【 ()】 
九州工業大学附属図書館蔵書目録データベース 九州工業大学附属図書館  【 ()】 
共立女子大学総合文化研究所紀要目次 共立女子大学総合文化研究所  【小林万洋 (共立女子大学総合文化研究所)】 
近世畸人伝(正・続) 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
釧路工業高等専門学校 紀要論文データベース 釧路工業高等専門学校 庶務課 情報資料係  【 ()】 
現代日本語終助詞研究文献目録 冨樫純一  【 ()】 
高知高専蔵書検索システム 高知工業高等専門学校図書館  【中村 千都世  (庶務課図書係 高知工業高等専門学校)】 
神戸市図書館情報ネットワークシステム 神戸市外国語大学図書館  【 (神戸市外国語大学図書館)】 
神戸松蔭女子学院大学図書館 OPAC 神戸松蔭女子学院大学図書館  【福田由紀子 (神戸松蔭女子学院大学図書館)】 
神戸松蔭女子学院大学博士論文一覧 神戸松蔭女子学院大学図書館  【 ()】 
国際短期大学図書館目録データベース 国際短期大学図書館  【 ()】 
コリヤーク語・チュクチ語分類語彙集 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
埼玉学園大学紀要 埼玉学園大学紀要委員会  【 ()】 
サンスクリット電子辞書 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
就職試験・資格試験問題集データベース 京都外国語大学付属図書館  【 ()】 
出版物情報(広島県保健環境センター研究報告) 広島県保健環境センター  【 ()】 
シンハラ語・日本語辞書 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
世界の言語資料を探る 京都外国語大学付属図書館  【 ()】 
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世界の言語と国際地域研究 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
多言語処理技術の基盤整備 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
タサダイ語テキスト 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
チャムの碑文 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
中国語・朝鮮語・アラビア語・ロシア語図書データベース II 慶應義塾大学メディアセンター  【情報管理 (慶應義塾大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ本部)】 
デジタルジャーナル 東海大学福岡短期大学 メディア情報センター  【 ()】 
帝塚山大学図書館・蔵書目録データベース(仮称) 帝塚山大学図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽ係  (帝塚山大学図書館本館 )】 
東京家政大学図書館蔵書検索データベース(仮称) 東京家政大学図書館  【 (東京家政大学図書館)】 
図書雑誌所蔵情報 鶴見大学図書館  【 ()】 
仲宗根政善言語資料画像情報データベース 琉球大学附属図書館  【 ()】 
中西コレクションデータベース(世界の文字資料) 西尾哲夫、崎山理、その他協力者 57名  【 ()】 
仲原善忠文庫画像データベース 琉球大学 附属図書館  【情報管理課目録管理係 (琉球大学附属図書館)】 
名古屋大学学術機関リポジトリ 名古屋大学附属図書館  【 ()】 
名古屋大学学術ナレッジ・ファクトリー 名古屋大学附属図書館  【 ()】 
日本語学術語集 矢澤真人  【 ()】 
「日本語文典と日本語文法教育史」データベース 矢澤真人  【 ()】 
人間科学研究 北見工業大学附属図書館  【 (北見工業大学付属図書館)】 
ハ行子音の歴史関連参考文献 奥村彰悟  【 ()】 
浜松大学附属図書館蔵書目録 OPAC 浜松大学附属図書館  【 ()】 
バリ語教室 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
比治山大学図書館蔵書目録データベース 比治山大学図書館  【 ()】 
ビルマ文字の碑文・墨文 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
ヒンディー語の世界 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
フィジー語 CAI 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
フェリス女学院大学附属図書館蔵書検索システム フェリス女学院大学附属図書館  【 ()】 
福井工業大学蔵書目録データベース 福井工業大学図書館  【 ()】 
付属図書館データベース 京都外国語大学付属図書館  【 ()】 
ホイアンの碑文 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
北東ユーラシア言語地図 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
北東ユーラシア 民話資料 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
ボントック電子辞典 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 )】 
松本大学図書館所蔵資料検索システム 松本大学図書館  【 ()】 
南アジア文献検索データベース   【 ()】 
明治以降外国語教科書データベース 外国語教科書データベース作成委員会  【江利川 春雄 (外国語教科書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成委員会)】 
メタファ関連文献データベース 小野 滋  【 (首都大学東京都市教養学部心理学演習室 )】 
吉川「シュメール語辞書データベース」 江口一久  【 ()】 
リサーチ アンド メディア ライブラリー オンライン目録検索(仮称) 図書館(香川校)  【湯浅 大二郎 (徳島文理大学香川校図書館)】 
琉球語音声データベース 琉球大学  【情報管理課目録管理係 (琉球大学附属図書館)】 
論文・レポートなどを書くための資料データベース 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
和英語林集成 デジタル・アーカイブス 明治学院大学図書館  【 ()】 
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10. 文学 
データベースの名称 作成者の名称 【問い合わせ先 氏名 （大学・機関名等） 】 

Australian Literature Collection Author Index 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
日本漢文文献目録データベース 二松学舎大学 21世紀 COEプログラム  【 ()】 
e-レファレンスツール 日外アソシエーツ  【 ()】 
ラフカディオ・ハーン総合コレクションデータベース   【 ()】 
1)Jacob u.Wilhelm Grimm の“Kinder- und Hausmaerchen"と“Deutsche 

Sagen"のテクスト・データベース 2)検索システム TEDDY 
龍谷大学社会科学研究所 Grimm グループ(中山淳子・山田善久(岐阜経済大学)  【中山淳子/山田善久 (龍
谷大学/岐阜経済大学)】 

MS Bibliographical List of Novelists in English 坂本正雄  【坂本正雄 (和歌山大学教育学部)】 
MS Woolfian Machine-readable Bibliography 坂本正雄  【坂本正雄 (和歌山大学教育学部)】 
MS Woolfian Text Archive 坂本正雄  【坂本正雄 (和歌山大学教育学部)】 
W･モリスのケルムスコット・プレス 福岡大学図書館  【長岡 啓司 (福岡大学図書館)】 
愛知教育大学蔵書目録 愛知教育大学附属図書館  【 ()】 
青森明の星短期大学ホームページ 青森明の星短期大学情報処理委員会  【坂本 明裕 (青森明の星短期大学情報処理委員会)】 
青森県立保健大学附属図書館所蔵目録データベース 青森県立保健大学附属図書館  【小野由美 (青森県立保健大学附属図書館)】 
亜細亜大学図書館所蔵図書資料目録データベース 亜細亜大学学術情報部学術情報課  【宇田川 裕 (亜細亜大学学術情報部学術情報課)】 
跡見学園女子大学図書館蔵書検索 跡見学園女子大学図書館  【 (跡見学園女子大学図書館)】 
阿南高専図書館蔵書目録データベース 阿南工業高等専門学校  【 ()】 
伊波普猷文庫画像データベース 琉球大学 附属図書館  【情報管理課目録管理係 (琉球大学附属図書館)】 
茨城大学蔵書目録データベース 図書館  【 ()】 
異文研図書データベース(仮称) 神田外語大学異文化コミュニケーション研究所  【 (神田外語大学異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究所)】 
岩手大学蔵書データベース 岩手大学情報メディアセンター図書館  【情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ図書館資料管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ (岩手大学)】 
インド学仏教学論文データベース 日本印度学仏教学会  【主事:佐藤厚 (日本印度学仏教学会ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｾﾝﾀｰ)】 
ウオルト・ホイットマン文献目録 岐阜女子大学図書館  【 ()】 
英国小説翻訳一覧 大野 龍浩  【大野 龍浩 (熊本大学文学部)】 
絵入り源氏物語データベース 国文学研究資料館  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ総合受付 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
江戸後期史学関係総合データベース 図書館  【電子情報係 (茨城大学図書館学術情報課)】 
追手門学院大学附属図書館 OPAC 追手門学院大学附属図書館  【 (追手門学院大学附属図書館司書係 )】 
大型コレクションディレクトリ 東京大学附属図書館  【高杉 泰穂 (東京大学附属図書館)】 
大倉精神文化研究所研究成果データ 財団法人大倉精神文化研究所  【平井 誠二 (財団法人大倉精神文化研究所)】 
大阪大谷大学図書館蔵書目録データベース 大阪大谷大学図書館  【 (大阪大谷大学図書館)】 
大阪国際大学総合メディアセンターDigital Library(大阪国際女子大学紀要等学
術情報マルチメディアデータベースを含む 

大阪国際大学総合メディアセンター  【足立 恭和 (大阪国際大学総合ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 守口図書館)】 

大阪商業大学商業史博物館データベース(仮称) 大阪商業大学商業史博物館  【 ()】 
大阪女子大学附属図書館所蔵目録データベース 大阪女子大学  【 ()】 
大阪成蹊大学現代経営情報学部研究紀要(仮称) 大阪成蹊大学現代経営情報学部  【 ()】 
大阪千代田短期大学紀要目次データベース 大阪千代田短期大学図書館  【 ()】 
小川・浅井台湾資料 GICAS(アジア書字コーパスに基づく文字情報学の創成)COE拠点  【 ()】 
於竹大日如来縁起絵巻 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
小樽商科大学蔵書目録データベース 小樽商科大学附属図書館  【 ()】 
小野秀雄コレクション 東京大学社会情報研究所  【 ()】 
小野秀雄コレクション・かわら版新聞錦絵データベース 東京大学社会情報研究所かわら版・新聞錦絵研究会  【吉見 俊哉 (東京大学 社会情報研究所)】 
ガーダマー邦語二次文献 巻田 悦郎  【巻田 悦郎 (東京理科大学 経営学部)】 
怪異・妖怪伝承データベース 怪異伝承データベース作成委員会(委員長・小松 和彦)  【情報管理施設 情報課ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本

文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
開成石経字体データベース   【 ()】 
外像データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設情報課ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
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花押カードデータベース(平安時代・鎌倉時代) 「花押画像のデータベース構築とその計測処理とに関する基礎的研究」研究グループ  【林 譲 (東京大学史
料編纂所)】 

学位論文一覧 新潟大学大学院現代社会文化研究科情報ネットワーク委員会  【岩本篤志 (新潟大学大学院現代社会文化
研究科)】 

学術研究論文一覧(仮称) 千葉大学国際教育開発センター  【 ()】 
学術データベースサービス 京都大学学術情報メディアセンター  【 ()】 
鹿児島工業高等専門学校図書館所蔵目録データベース 鹿児島工業高等専門学校学生課学生支援係  【有薗 俊子 (鹿児島工業高等専門学校 学生課学生支援

係)】 
活水学術情報データベース 活水女子大学図書課  【 ()】 
活水論文集目次情報データベース 活水女子大学図書課  【 (図書課)】 
金沢大学所蔵古写本・版本データベース 金沢大学附属図書館所蔵古写本・版本データベース作成委員会  【橋洋平 (金沢大学附属図書館)】 
金沢文庫図書資料情報検索システム 神奈川県立金沢文庫  【学芸課 (神奈川県立金沢文庫)】 
仮名手本忠臣蔵テキストデータベース 宇部短期大学文学科国語国文学専攻学生、同情報計数学科学生  【前田 桂子 (宇部ﾌﾛﾝﾃｨｱ大学)】 
兼顕卿記 水藤真  【 ()】 
カラー写真(フィルム)検索システム 図書検索システム 東京国立博物館事業部情報課図書・映像サービス室  【 ()】 
関西外国語大学紀要論文データベース 関西外国語大学図書館学術情報センター  【 ()】 
関西外国語大学図書館オンライン目録(仮称) 関西外国語大学図書館学術情報センター  【目録係 (関西外国語大学図書館学術情報ｾﾝﾀｰ)】 
漢籍データベース 宮城教育大学教育学部  【小田美和子 (宮城教育大学教育学部)】 
館蔵資料データベース 国立歴史民俗博物館  【 ()】 
館蔵和古書画像データベース 国文学研究資料館  【事業課 学術情報係 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
関東学院大学紀要等データベース(仮称) 関東学院大学  【 ()】 
技術/文化の発達史年表 中村彰(秋田大学医学部 社会環境医学講座 医科学情報学分野)  【 ()】 
北九州市立大学学術情報総合センター(図書館)蔵書目録 北九州市立大学学術情報総合センター(図書館)  【 (北九州市立大学学術情報総合ｾﾝﾀｰ)】 
貴重原板の文化財画像情報システム 貴重原板の文化財画像情報システム構築委員会  【列品課 丸山士郎 (東京国立博物館)】 
貴重書画像データベース 古典籍デジタルアーカイブ研究センター  【 ()】 
九州看護福祉大学 学術情報データベース(仮称) 九州看護福祉大学附属図書館  【寺井 直子 (九州看護福祉大学附属図書館)】 
九州工業大学情報工学部紀要データベース 九州工業大学附属図書館情報工学部分館  【 ()】 
九州工業大学附属図書館蔵書目録データベース 九州工業大学附属図書館  【 ()】 
九州女子大学・九州女子短期大学附属図書館データベース管理システム 九州女子大学・九州女子短期大学附属図書館  【松尾伸二 (九州女子大学･九州女子短期大学附属図書

館)】 
共愛学園前橋国際大学図書館図書目録データベース   【 ()】 
共愛学園前橋国際大学論集データベース(仮称) 共愛学園前橋国際大学図書館  【 ()】 
教育学系博士・修士学位論文データベース 国立教育政策研究所  【吉岡亮衛 (国立教育政策研究所 教育研究情報ｾﾝﾀｰ)】 
教育情報データベース 国立教育政策研究所  【 ()】 
紀要『現代社会文化研究』データベース(仮称) 新潟大学大学院現代社会文化研究科情報ネットワーク委員会  【岩本 篤志 (新潟大学大学院現代社会文化

研究科)】 
京都大学蔵書検索システム・京都大学電子図書館システム 京都大学附属図書館  【 ()】 
京都大学附属図書館所蔵 近衛文庫目録 京都大学附属図書館  【 (京都大学附属図書館情報管理課電子情報掛)】 
京都大学附属図書館所蔵 蔵経書院本目録 京都大学附属図書館  【 (京都大学附属図書館情報管理課電子情報掛)】 
京都大学附属図書館所蔵 谷村文庫目録 京都大学附属図書館  【 (京都大学附属図書館情報管理課電子情報掛)】 
共立女子大学総合文化研究所紀要目次 共立女子大学総合文化研究所  【小林万洋 (共立女子大学総合文化研究所)】 
近現代美術展覧会情報データベース 東京文化財研究所 企画情報部  【 ()】 
近世畸人伝(正・続) 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
近代文献情報データベース 国文学研究資料館  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ総合受付 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
釧路工業高等専門学校 紀要論文データベース 釧路工業高等専門学校 庶務課 情報資料係  【 ()】 
国別にみる児童文学 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
熊本学園大学紀要目次データベース 熊本学園大学図書館  【 ()】 
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熊本学園大学図書館蔵書目録データベース 熊本学園大学図書館  【目録係 (熊本学園大学図書館)】 
倉敷市立短期大学研究情報(仮称) 倉敷市立短期大学及び個人  【永田 桂輔 (倉敷市立短期大学)】 
グリム兄弟コレクション 福岡大学図書館  【長岡 啓司 (福岡大学図書館)】 
グリム童話集第 2版データベース 永田善久・福岡大学図書館  【長岡 啓司 (福岡大学図書館)】 
慶應義塾図書館所蔵旧分類和漢書目録 慶應義塾大学三田メディアセンター  【情報管理担当 (慶應義塾大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ本部)】 
研究業績システム 教育・研究支援事務室  【 ()】 
現代演劇上演記録データベース 早稲田大学 坪内博士記念演劇博物館 演劇博物館  【 (早稲田大学演劇博物館)】 
Modern Russian Literature   【 ()】 
高知高専蔵書検索システム 高知工業高等専門学校図書館  【中村 千都世  (庶務課図書係 高知工業高等専門学校)】 
甲南女子大学目録データベース 甲南女子大学図書館及びメディアセンター  【 (甲南女子大学図書館)】 
神戸松蔭女子学院大学図書館 OPAC 神戸松蔭女子学院大学図書館  【福田由紀子 (神戸松蔭女子学院大学図書館)】 
神戸松蔭女子学院大学博士論文一覧 神戸松蔭女子学院大学図書館  【 ()】 
神戸女子大学古典芸能研究センター公開データベース   【 ()】 
神戸女子短期大学学会論攷データベース 神戸女子短期大学学会  【 ()】 
神戸山手大学・神戸山手短期大学図書館所蔵資料データベース 神戸山手大学・神戸山手短期大学図書館  【松家 栄一 (神戸山手大学･神戸山手短期大学 図書館)】 
高野山大学所蔵図書データベース 高野山大学図書館  【浦 芳誠 (高野山大学図書館)】 
古記録フルテキストデータベース(Broad Band@SHIPS) 東京大学史料編纂所古記録フルテキストデータベースグループ  【石上英一 (東京大学史料編纂所)】 
『国語学』データベース 国語学会データベース委員会  【豊島正之 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所)】 
国内言語学関連研究機関WWWページリスト 後藤斉  【後藤斉 (東北大学大学院文学研究科)】 
国内人文系研究機関WWWページリスト 後藤斉  【後藤斉 (東北大学大学院文学研究科)】 
国文学論文目録データベース 国文学研究資料館  【事業課 学術情報係 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
古都の雅をもとめて-世界で読まれる京都の文学- 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
子どもの心を理解するための絵本のデータベース 佐々木宏子・鳴門教育大学附属図書館 児童図書室制作  【佐々木宏子 (鳴門教育大学学校教育学部幼年

発達支援講座)】 
在外日本美術データベース 海外日本美術情報データベースプロジェクト  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝ

ﾀｰ)】 
埼玉学園大学紀要 埼玉学園大学紀要委員会  【 ()】 
左経記 国立歴史民俗博物館  【 ()】 
札幌学院大学図書館蔵書目録 札幌学院大学図書館  【札幌学院大学図書課図書係 (札幌学院大学)】 
山槐記 国立歴史民俗博物館  【 ()】 
サンスクリット仏教文学研究史データベース 岡野 潔  【岡野 潔 (九州大学人文科学 研究院)】 
三省堂言語大辞典データベース 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  【豊島 正之 (東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究

所)】 
実践女子大学図書館向田邦子文庫目録データベース(仮称) 実践女子大学図書館  【 (実践女子大学図書館)】 
就実大学・就実短期大学 図書館蔵書目録 就実大学・就実短期大学 図書館  【岡崎 倫子 (就実大学図書館)】 
淑徳大学附属図書館所蔵目録データベース 淑徳大学附属図書館千葉図書館  【閲覧係ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ担当 (淑徳大学附属図書館千葉図書館)】 
生涯学習情報サービス・データベース(仮称) 宮崎女子短期大学 生涯学習推進委員会  【日高英幸 (宮崎女子短期大学)】 
上智短期大学紀要データベース(仮称) 上智短期大学教授会  【 ()】 
上智大学紀要データベース 上智大学図書館  【 ()】 
上武大学附属図書館 OPAC資料検索 上武大学附属図書館及び分館  【岡村 哲朗 (上武大学附属図書館)】 
新奈良絵本画像データベース 国文学研究資料館  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ総合受付 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
人文学部紀要・政経学会雑誌目次一覧 茨城大学 人文学部 人文図書室  【 ()】 
『菅原伝授手習鑑」テキストデータベース 宇部短期大学言語文化学科学生  【前田 桂子 (宇部ﾌﾛﾝﾃｨｱ大学)】 
摺物データベース 摺物データベースグループ  【鶴田啓 (東京大学史料編纂所)】 
駿河台大学所蔵目録データベース 駿河台大学メディアセンター  【 ()】 
世界を感動させた作家たち 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
禅学総合資料庫ー電子達磨#2 花園大学国際禅学研究所  【 ()】 



 

 － 130 －

蔵書目録データベース 県立長崎シーボルト大学附属図書館  【 ()】 
大日本史料索引(史料編纂所歴史情報処理システム-SHIPS-) 東京大学史料編纂所  【厚谷 和雄 (東京大学史料編纂所)】 
高岡高商蔵書(洋書)目録データベース 富山大学経済学部資料室  【谷川 裕子  (富山大学経済学部資料室 )】 
竹取物語機械可読テキスト 近藤 泰弘  【近藤 泰弘 (青山学院大学 文学部)】 
地域情報データベース 岐阜女子大学デジタルミュージアム  【後藤忠彦 (岐阜女子大学 文化情報研究ｾﾝﾀｰ)】 
中国近現代文学関係雑誌記事データベース 中国近現代文学関係雑誌記事 DB作成WG  【 ()】 
中国文学文献案内   【 ()】 
中国近現代文学関係雑誌記事データベース 中国近現代文学関係雑誌記事 DB作成WG(代表者:尾崎文昭)  【 ()】 
中世記録人名索引(史料編纂所歴史情報処理システムーSHIPS-) 東京大学史料編纂所  【榎原雅治 (東京大学史料編纂所)】 
ちりめんページ   【 ()】 
ちりめん本データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設情報課ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
つくば国際短期大学蔵書目録データベース つくば国際短期大学図書館  【 ()】 
データベース ノーベル文学賞 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
データベースれきはく 国立歴史民俗博物館管理部  【 ()】 
デジタルジャーナル 東海大学福岡短期大学 メディア情報センター  【 ()】 
帝塚山大学図書館・蔵書目録データベース(仮称) 帝塚山大学図書館  【情報ｻｰﾋﾞｽ係  (帝塚山大学図書館本館 )】 
電子化テキストデータベース 京都大学附属図書館  【 (京都大学附属図書館 情報管理課電子情報掛)】 
電子版霞亭文庫   【 ()】 
電子版貴重書コレクション   【 ()】 
電子版東京大学総合図書館漢籍目録   【 ()】 
伝統芸能関係三雑誌所載文献データベース 東京文化財研究所 企画情報部  【 (東京文化財研究所 企画情報部)】 
伝統芸能関係図書データベース 東京文化財研究所 企画情報部  【 ()】 
天文日記 水藤真  【 ()】 
展覧会カタログ所載古美術文献データベース 東京文化財研究所 企画情報部  【 (東京文化財研究所 企画情報部)】 
当館所蔵の蔵書目録(仮称) 福岡県立大学附属図書館  【 ()】 
東京大学総合研究博物館データベース   【鵜坂 智則 (東京大学総合研究博物館)】 
東京大学東洋文化研究所所蔵漢籍目録データベース   【 ()】 
東京家政学院大学蔵書目録データベース(仮称) 東京家政学院大学附属図書館  【野口 豊隆 (東京家政学院大学附属図書館)】 
東京家政大学図書館蔵書検索データベース(仮称) 東京家政大学図書館  【 (東京家政大学図書館)】 
東京国立近代美術館所蔵図書目録データベース 東京国立近代美術館 企画課情報･資料係  【 ()】 
東寺文書悉皆目録及び花押画像データベース 東寺文書データベース作成委員会  【富田 正弘 (富山大学 人文学部)】 
東洋学文献類目データベース 京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究センター  【村田康彦 (京都大学人文科学研究所附属漢字情報

研究ｾﾝﾀｰ)】 
土偶データベース 「土偶とその情報」研究会  【 ()】 
徳島県文化・学習情報システム文書館データベース 徳島県立文書館  【情報ｼｽﾃﾑ担当 (徳島県立 21世紀館)】 
図書館所蔵目録 鈴鹿国際大学附属図書館  【 (鈴鹿国際大学附属図書館)】 
図書検索システム 東京国立博物館事業部情報課図書・映像サービス室  【図書･映像ｻｰﾋﾞｽ室 (東京国立博物館)】 
図書雑誌所蔵情報 鶴見大学図書館  【 ()】 
図書・雑誌所蔵目録(OPAC) 国文学研究資料館  【事業課 図書情報係 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
富山大学ヘルン文庫所蔵ラフカディオ・ハーン関係文献データベース   【 ()】 
豊田工業高等専門学校図書館蔵書目録検索データベース 豊田工業高等専門学校庶務課図書係  【 ()】 
仲原善忠文庫画像データベース 琉球大学 附属図書館  【情報管理課目録管理係 (琉球大学附属図書館)】 
名古屋大学学術機関リポジトリ 名古屋大学附属図書館  【 ()】 
名古屋大学学術ナレッジ・ファクトリー 名古屋大学附属図書館  【 ()】 
奈良絵本データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設情報課ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
奈良教育大学学術情報研究センター図書館貴重書・大型コレクションデータベー
ス 

奈良教育大学学術情報研究センター  【 ()】 
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奈良教育大学学術情報研究センター図書館情報提供サービス 奈良教育大学学術情報研究センター  【 ()】 
奈良教育大学附属図書館蔵書目録データベース 奈良教育大学附属図書館  【 ()】 
奈良女子大学画像原文データベース 奈良女子大学附属図書館  【 ()】 
奈良地域関連資料画像データベース 奈良女子大学附属図書館  【 ()】 
南山短期大学図書館書誌所蔵データベース 南山短期大学図書館  【熊田美津子 (南山短期大学)】 
錦絵観音霊験記の世界 国際日本文化研究センター基礎領域研究「寺院参詣資料の研究」  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 

(国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
二十一代集データベース 国文学研究資料館  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ総合受付 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
日文研フォーラムデータベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
「日本:一つの解明」(「神國日本」)画像データベース   【 ()】 
日本関係欧文図書目録データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
日本語指示詞研究文献一覧 金水 敏  【金水 敏 (大阪大学大学院文学研究科)】 
日本古典演劇・近世文献目録データベース 園田学園女子大学近松研究所  【 (園田学園女子大学近松研究所)】 
日本古典資料調査データベース 国文学研究資料館  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ総合受付 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
日本古典文学本文データベース 日本古典文学本文データベースグループ  【ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ総合受付 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
日本主要都市方言音声データベース 日本主要都市方言音声データベース作成委員会  【田原広史 (大阪樟蔭女子大学日本語研究ｾﾝﾀｰ)】 
日本美術シソーラスデータベース絵画編(試験運用版) 筑波大学日本美術シソーラスデータベース作成委員会  【五十殿利治 (筑波大学芸術学系)】 
日本民俗学文献目録データベース 国立歴史民俗博物館 研究部 民俗研究系  【 ()】 
人間科学研究 北見工業大学附属図書館  【 (北見工業大学付属図書館)】 
俳諧関係資料データベース 俳諧関係資料の会(代表 雲英末雄)  【雲英末雄 (早大文学部 雲英研究室)】 
俳諧データベース 国際日本文化研究センター  【 ()】 
芭蕉紀行文文字データベース 三重大学近世文化研究会  【浜 森太郎 (三重大学)】 
浜松大学附属図書館蔵書目録 OPAC 浜松大学附属図書館  【 ()】 
比治山大学図書館蔵書目録データベース 比治山大学図書館  【 ()】 
美術関係図書データベース 東京文化財研究所 企画情報部  【 ()】 
一橋大学附属図書館所蔵資料データベース 一橋大学附属図書館  【 (一橋大学附属図書館 情報推進課図書館ｼｽﾃﾑ主担当)】 
日本中世古文書フルテキストデータベース 日本中世古文書フルテキストデータベース作成グループ  【久留島 典子 (東京大学史料編纂所)】 
百部叢書集成 奈良女子大学附属図書館  【 ()】 
フェリス女学院大学附属図書館蔵書検索システム フェリス女学院大学附属図書館  【 ()】 
福井工業大学蔵書目録データベース 福井工業大学図書館  【 ()】 
藤女子大学図書館データベース 藤女子大学図書館  【図書課長 (藤女子大学図書館)】 
付属図書館データベース 京都外国語大学付属図書館  【 ()】 
仏教文化研究所調査寺院収蔵資料データベース 仏教文化研究所  【 ()】 
文学部論叢 熊本大学文学会  【 (熊本大学附属図書館 情報管理課電子情報係)】 
兵範記 国立歴史民俗博物館  【 ()】 
編年史料綱文データベース(Broad Band@SHIPS) 東京大学史料編纂所編年史料綱文データベースグループ  【宮崎勝美 (東京大学史料編纂所)】 
法政大学大原社会問題研究所 電子図書館・資料館 法政大学大原社会問題研究所  【鈴木 玲 (法政大学大原社会問題研究所)】 
星稜女子短期大学図書館蔵書目録データベース 星稜女子短期大学図書館  【 ()】 
マイクロ資料・和古書目録データベース 国文学研究資料館  【事業課 学術情報係 (人間文化研究機構 国文学研究資料館)】 
松本大学図書館所蔵資料検索システム 松本大学図書館  【 ()】 
万葉集校本データベース 万葉集校本データベース作成委員会  【坂本 信幸 (奈良女子大学 文学部)】 
万葉集データベース 吉村誠,中田充,葛崎偉  【吉村 誠 (山口大学教育学部)】 
三島由紀夫文庫目録データ 比治山大学図書館  【比治山大学図書館 三島由紀夫文庫 (比治山大学図書館)】 
宮崎学園図書館所蔵資料データベース 宮崎国際大学、宮崎女子短期大学  【小橋智子 (宮崎学園図書館)】 
目録データベース(仮称) 神戸学院大学図書館  【木村裕之 (神戸学院大学図書館)】 
物語要素事典 神山 重彦  【神山 重彦 (愛知学院大学文学部日本文化学科)】 
森修文庫和書目録検索データベース 神戸女子大学図書館  【 ()】 
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山形大学所蔵「高橋文庫」目録データベース 山形大学附属図書館  【日出弘 (山形大学附属図書館)】 
山口県文書館所蔵文書目録データベース 山口県文書館  【 ()】 
大和物語鈔 清泉女子大学附属図書館  【 ()】 
山梨県立女子短期大学図書館所蔵目録データベース 山梨県立女子短期大学図書館  【図書館 (山梨県立女子短期大学)】 
与謝野晶子による丹羽安喜子短歌草稿への添削   【 ()】 
「義経千本桜」テキストデータベース 宇部短期大学文学科国語国文学専攻学生、同情報計数学科学生  【前田 桂子 (宇部ﾌﾛﾝﾃｨｱ大学)】 
ラフカディオ・ハーン コレクションデータベース 京都外国語大学付属図書館  【 (京都外国語大学付属図書館)】 
ラフカディオ・ハーン・データベース 熊本大学附属図書館  【 ()】 
リサーチ アンド メディア ライブラリー オンライン目録検索(仮称) 図書館(香川校)  【湯浅 大二郎 (徳島文理大学香川校図書館)】 
立正大学蔵書目録 立正大学情報メディアセンター 学術情報サービス課  【水上 裕子 (立正大学情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 大崎学術情

報ｻｰﾋﾞｽ課)】 
立命館学術情報システム 立命館大学図書館  【鳥井 真木 (立命館大学総合情報ｾﾝﾀｰ衣笠ﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽ課)】 
龍谷大学蔵書検索システム 龍谷大学学術情報センター  【 ()】 
歴史絵引データベース 東京大学史料編纂所附属 画像史料解析センター  【黒田 日出男 (東京大学史料編纂所 附属画像史料解

析ｾﾝﾀｰ)】 
歴博図書目録 国立歴史民俗博物館  【 ()】 
連歌データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
和歌データベース 国際日本文化研究センター  【情報管理施設 情報課 ｺﾝﾃﾝﾂ運用係 (国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ)】 
和歌山大学経済学部刊行紀要データベース 和歌山大学経済学部経済研究所  【 ()】 
和歌山大学経済学部経済研究所 蔵書検索サービス 和歌山大学経済学部経済研究所  【 ()】 
和漢古典籍目録検索システム 龍谷大学 大宮図書館課  【 ()】 
和光大学附属梅根記念図書館所蔵目録データベース 和光大学附属梅根記念図書館  【沢里冬子 (和光大学附属梅根記念図書館)】 
早稲田大学蔵古典籍目録データベース(「三条西家懐紙」) 早稲田大学文学部情報化検討委員会・早稲田大学蔵古典籍目録データベース構築作業部会  【兼築信行 

(早稲田大学文学部)】 
早稲田大学蔵古典籍目録データベース(「倭名類聚鈔」) 早稲田大学文学部情報化検討委員会・早稲田大学蔵古典籍目録データベース構学作業部会  【兼築信行 

(早稲田大学文学部)】 
早稲田大学図書館蔵中国刊行モンゴル文文献目録 早稲田大学モンゴル研究所  【吉田 順一 (早稲田大学 文学部)】 
ヘルン文庫「和装本画像データベース」   【 ()】 
稚内北星学園大学紀要 稚内北星学園大学紀要編集委員会  【 ()】 
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付録２．公開データベース一覧（機関別）  

 

参考のために，本調査の回答のあったデータベースの公開機関別一覧表を付した。 

各データベースはデータベースの公開機関によって分類し，各部についてはデータベースの正

式名称の五十音順に配列した（アルファベットは最初に配列）。 

本調査の回答は，「大学Ｗｅｂサイト資源検索（ＪｕＮｉｉ（大学情報メタデータ・ポータル）

試験提供版）」によって公開されているので，各データベースの詳細については同サイトを参照

されたい。 
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情報検索サービス機関名 

データベースの正式名称 <データベースの作成者> 

《国立大学》 

愛知教育大学 

愛知教育大学蔵書目録  <愛知教育大学附属図書館> 

秋田大学 

秋田鉱山専門学校蔵書データベース  <秋田大学附属図書館> 

秋田大学医学部医学科全授業シラバス・データベース  <秋田大学医学部医学科 社会環境医学講座 医科学情報学分野 中

村彰、片平昌幸> 

秋田大学蔵書検索システム  <秋田大学附属図書館> 

技術/文化の発達史年表  <中村彰(秋田大学医学部 社会環境医学講座 医科学情報学分野)> 

資源データベース  <成田裕一 他> 

旭川医科大学 

旭川医科大学書誌・所蔵データベース  <旭川医科大学図書館> 

茨城大学 

茨城県地名索引(仮称)  <中村直美 金井弘夫> 

茨城大学研究者情報総覧  <茨城大学> 

茨城大学蔵書目録データベース  <図書館> 

宇宙線世界資料センターデータベース  <宇宙線世界資料センター> 

江戸後期史学関係総合データベース  <図書館> 

人文学部紀要・政経学会雑誌目次一覧  <茨城大学 人文学部 人文図書室> 

電子ジャーナル Electronic Journals(茨城大学図書館)  <茨城大学図書館> 

岩手大学 

岩手大学蔵書データベース  <岩手大学情報メディアセンター図書館> 

獣医学術肉眼標本データベース  <岩手大学農学部獣医学科家畜病理学教室> 

宇都宮大学 

UDAILIB-DATABASE  <宇都宮大学附属図書館> 

愛媛大学 

樹木年輪研究会文献一覧  <小林 修> 

大分大学 

大分大学産学連携研究者情報  <> 

大分大学経済学部教育研究支援室所蔵資料目録(仮称)  <大分大学経済学部教育研究支援室> 

大阪外国語大学 

ウルドゥー語文献の書誌情報及び画像データベース  <大阪外国語大学附属図書館> 

ヒンディー語文献の書誌情報及び画像データベース  <大阪外国語大学附属図書館> 

ペルシア語文献の書誌情報及び画像データベース  <大阪外国語大学附属図書館> 

ベンガル語文献の書誌情報及び画像データベース  <大阪外国語大学附属図書館> 
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大阪教育大学 

大阪教育大学教科書データベース  <大阪教育大学附属図書館> 

大阪教育大学全学総合目録データベース  <大阪教育大学附属図書館> 

大阪大学 

浅田研 研究刊行物データベース(仮称)  <大阪大学工学研究科知能機能創成工学専攻 創発ロボット工学講座> 

大阪大学大学院医学系研究科組織再生医学分子組織再生分野(旧腫瘍生化学)教室ホームページ(仮称)  <大阪大学大学院

医学系研究科生体生理医学専攻生化学・分子生物学講座分子再生医学分野(旧腫瘍生化学教室)> 

大阪大学大学院工学研究科技術シーズデータベース  <大学院工学研究科> 

大阪大学附属図書館総合目録データベース  <大阪大学附属図書館> 

核物理研究センターの図書オンラインカタログ  <核物理研究センター図書委員会> 

血液・腫瘍内科学講座論文データベース  <大阪大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科学講座> 

ケンブリッジ結晶構造データベース  <ケンブリッジ結晶学データセンター> 

国際蛋白質構造データバンク  <米国 RCSB(Research Collaboratory for Structural Bioinformatics)と、ヨーロッパの

EBI(European Bioinformatics Institute)、大阪大学蛋白質研究所内の PDBj(Protein Data Bank Japan:日本蛋白質構

造データバンク)が、国際組織として wwPDB(World-wide Protein Data Bank)なる組織を 2003年に設立し、データ収集を

協力して行って作成。PDBjは、アジア･オセアニア地区を担当。> 

日本語指示詞研究文献一覧  <金水 敏> 

溶媒抽出データベース  <分離化学データベース研究会> 

わが国の法学関係文献の検索ツール(抄)  <門昇> 

岡山大学 

SPARROW -Publication List-  <岡山大学薬学部教官> 

池田家文庫絵図データベース(池田家文庫絵図類総覧)  <岡山大学附属図書館> 

遺伝性難聴ホームページ  <岡山大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 分子耳鼻科研究グループ 福島 邦博> 

岡山県民行動圏調査  <岡山大学環境理工学部 統計学グループ> 

岡山大学附属図書館 蔵書目録(OPAC)  <岡山大学附属図書館> 

岡山藩人物情報データベース“諸職交替"  <岡山大学附属図書館> 

学位論文審査要旨データベース  <岡山大学附属図書館> 

テクニカルレポートデータベース  <固体地球研究センター(岡山大学)> 

統合メッシュデータ(仮称)  <垂水共之> 

薬学部教官研究テーマ・研究業績データベース(仮称)  <岡山大学薬学部> 

薬学部専門科目シラバスデータベース(仮称)  <岡山大学薬学部情報システム委員会及び教務委員会> 

小樽商科大学 

小樽商科大学蔵書目録データベース  <小樽商科大学附属図書館> 

お茶の水女子大学 

お茶の水女子大学蔵書目録(OPAC)  <お茶の水女子大学 附属図書館> 

帯広畜産大学 

帯広畜産大学附属図書館オンライン目録検索システム  <帯広畜産大学附属図書館> 

香川大学 

Macintosh トラブルニュース  <秋山智> 

香川大学附属図書館医学部分館蔵書目録データベース  <香川大学附属図書館医学部分館> 
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香川大学附属図書館蔵書目録データベース  <香川大学附属図書館> 

神原文庫分類目録データベース  <香川大学附属図書館> 

細胞情報生理学業績集(仮称)  <香川大学医学部細胞情報生理学> 

鹿児島大学 

音楽資料:エルンスト・プッチェル先生作品集  <鹿児島大学附属図書館> 

鹿児島大学蔵書検索システム  <鹿児島大学附属図書館> 

鹿児島大学附属図書館所蔵貴重資料目録データベース  <玉里文庫データベース作成委員会> 

最高裁破棄判決データベース  <鹿児島大学法文学部法政策学科法社会学研究室 2001年度所属学生> 

薩南諸島データーベース  <河合, 渓> 

全国条例データベース  <下井, 康史> 

南西地域文献データベース  <鹿児島大学附属図書館> 

金沢大学 

Asian Iconographic Resources (アジア図像集成)  <森雅秀> 

画像診断データベース  <中嶋憲一(利波紀久教授)金沢大学医学部附属病院核医学診療科> 

金沢大学 環日本海域環境データベース  <金沢大学 21世紀 COE> 

金沢大学教員総覧  <金沢大学研究国際部学術国際課> 

金沢大学所蔵古写本・版本データベース  <金沢大学附属図書館所蔵古写本・版本データベース作成委員会> 

金沢大学資料館収蔵資料紹介(金沢大学資料館ホームページ内)  <金沢大学資料館> 

金沢大学総合目録データベース  <金沢大学附属図書館> 

鹿屋体育大学 

ウォータースポーツ文献情報データベース  <千足耕一> 

鹿屋体育大学 総合目録データベースWWW検索サービス  <鹿屋体育大学附属図書館> 

主要国際柔道大会映像データベース  <中村勇> 

体育・スポーツ社会学関連文献検索  <川西正志(代表)> 

北見工業大学 

オホーツク圏関係資料コレクション  <北見工業大学附属図書館> 

オンライン目録検索システム  <北見工業大学附属図書館> 

北見工業大学研究業績  <北見工業大学附属図書館> 

北見工業大学研究報告  <北見工業大学附属図書館> 

人間科学研究  <北見工業大学附属図書館> 

岐阜大学 

海岸工学論文集データベース(PC版)  <小林智尚、土木学会海岸工学委員会研究現況レビュー小委員会> 

海岸工学論文集データベース(Web版)  <小林智尚> 

岐阜大学教育研究等活動情報  <岐阜大学総合情報メディアセンター> 

岐阜大学学位論文・科研費報告書検索  <岐阜大学図書館> 

岐阜大学図書館 OPAC  <岐阜大学図書館> 

教育用マルチメディア素材(映像)資料集  <岐阜大学総合情報メディアセンター情報メディア開発研究部門・カリキュラム開発研

究部門> 

教材データベース(仮称)  <岐阜大学総合情報メディアセンター情報メディア開発研究部門> 
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研究室から : 大学はいま  <岐阜大学総務課広報室広報係> 

地域資料・情報センター  <> 

中部 6県域における海溝型地震による震度・液状化危険度情報  <岐阜大学流域圏科学研究センター> 

理科教材データベース  <岐阜大学教育学部理科教育講座(地学)> 

九州工業大学 

九州工業大学情報工学部紀要データベース  <九州工業大学附属図書館情報工学部分館> 

九州工業大学情報工学部筑豊写真ギャラリー  <九州工業大学附属図書館情報工学部分館図書係> 

九州工業大学情報工学部テクニカルレポートデータベース  <九州工業大学附属図書館情報工学部分館> 

九州工業大学附属図書館蔵書目録データベース  <九州工業大学附属図書館> 

九州大学 

17-18世紀国際法史・国制史コレクションデータベース  <九州大学附属図書館> 

Collected Papers データベース  <九州大学附属図書館> 

dbQSNP  <九州大学生体防御医学研究所遺伝情報実験センターゲノム構造学分野> 

アジア環境技術情報資料室データベース  <九州大学・環境システム科学研究センター> 

宇宙天気概況  <九州大学 宙空環境研究センター> 

カイコ遺伝子資源データベース  <カイコ遺伝子資源データベース作成・委員会> 

環太平洋地磁気ネットワークデータ  <環太平洋地磁気ネットワークデータベース作成委員会> 

寄生虫標本データベース  <九州大学医学部寄生虫学教室 肥後廣夫> 

九州大学システム情報科学研究院研究内容紹介  <興 雄司(九州大学システム情報科学研究院広報委員)> 

九州大学大学院システム情報科学紀要アブストラクト集  <九州大学大学院システム情報科学紀要編集委員会> 

九州大学大学院システム情報科学研究院 研究開発シーズ集  <興 雄司(九州大学システム情報)、九州大学大学院システム

情報科学研究院 広報委員会> 

九州大学大学院システム情報科学研究院における発表論文・講演題目  <九州大学大学院システム情報科学紀要編集委員

会> 

九州大学大学院農学研究院イネ系統保存データベース  <九州大学大学院農学研究院附属遺伝子資源開発研究センター・

植物遺伝子開発分野> 

九州大学附属図書館目録所在情報データベース  <九州大学附属図書館> 

記録史料目録検索データベース  <九州大学総合研究博物館 宮崎克則> 

古医書画像データベース  <九州大学附属図書館研究開発室及び医学分館> 

鉱物・岩石・化石標本データベース  <九州大学総合研究博物館 松隈明彦> 

昆虫学文献データベース  <昆虫学データベース作成グループ> 

昆虫目録データベース  <九州大学大学院農学研究院昆虫学教室> 

サンスクリット仏教文学研究史データベース  <岡野 潔> 

地震データ流通システム  <九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究センター> 

世界の食料統計  <九州大学大学院農学研究院・伊東研究室> 

西村文庫目録  <九州大学大学院人文科学研究院 地理学研究室> 

日本産昆虫学名和名辞書  <昆虫学データベース作成グループ> 

日本産トビコバチ類画像データベース  <昆虫学データベース作成グループ・代表 多田内 修> 

日本産ハナバチ類画像データベース  <昆虫学データベース作成グループ> 
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文化財科学関係文献目録  <日本文化財学会> 

流体の熱物性値プログラム・パッケージ PROPATH第 12.1版  <プロパス・グループ 幹事 高田保之(九州大学大学院工学研

究院機械科学部門)代表 伊藤猛宏(東亜大学大学院総合学術研究科)> 

京都教育大学 

京都教育大学蔵書目録データベース(仮称)  <京都教育大学附属図書館> 

京都工芸繊維大学 

19/20世紀蔵書票コレクションデータベース  <19/20世紀蔵書票コレクションデータベース・ワーキンググループ> 

京都工芸繊維大学書誌・所蔵目録データベース(仮称)  <京都工芸繊維大学附属図書館> 

京都工芸繊維大学地域共同研究センター科学技術相談室案内  <京都工芸繊維大学 地域共同研究センター> 

京都大学 

abstracts  <SLAC> 

CONF  <SLAC 及び基研> 

Data base of information on the documents and materials in natural disaster science  <京都大学防災研究所附属巨

大災害研究センター> 

EXPERIMENTS  <SLAC> 

HEP  <スタンフォード線形加速器センター(SLAC)、ドイツ電子シンクロトン研究所(DESY)、高エネルギー研、基研他> 

HEPNAMES  <SLAC> 

INST  <SLAC> 

KOKYUROK(講究録)データベース  <京都大学数理解析研究所> 

KOUBO  <京都大学基礎物理学研究所> 

NEWHEPTH  <京都大学基礎物理学研究所> 

PICMSデータベース  <京都大学数理解析研究所> 

RIMS-DB  <京都大学数理解析研究所> 

RIMSデータベース  <京都大学数理解析研究所> 

SPIRES  <京都大学基礎物理学研究所> 

VISITOR  <京都大学基礎物理学研究所> 

WAKATE  <素粒子・原子核・高エネルギー三者若手、京都大学基礎物理学研究所> 

いでんネット  <> 

「エネルギー科学研究」データベース  <京都大学大学院エネルギー科学研究科> 

外国の政治資料(外交文書等)及び議会資料データベース  <京都大学大学院法学研究科附属国際法政文献資料センター> 

学術データベースサービス  <京都大学学術情報メディアセンター> 

貴重資料画像データベース  <京都大学附属図書館> 

京都大学環太平洋データベース  <京都大学経済学研究科> 

京都大学基礎物理学研究所 セミナー/研究会・その他  <京都大学基礎物理学研究所> 

京都大学総合博物館自然史標本データベース  <京都大学総合博物館> 

京都大学総合目録データベース  <京都大学附属図書館・部局図書館(室)> 

京都大学蔵書検索システム・京都大学電子図書館システム  <京都大学附属図書館> 

京都大学博士学位論文データベース  <京都大学附属図書館> 

京都大学附属図書館所蔵 近衛文庫目録  <京都大学附属図書館> 
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京都大学附属図書館所蔵 蔵経書院本目録  <京都大学附属図書館> 

京都大学附属図書館所蔵 谷村文庫目録  <京都大学附属図書館> 

京都大学附属図書館所蔵 富士川文庫目録  <京都大学附属図書館> 

京都大学ホームページ情報データベース  <京都大学附属図書館> 

経済学史・経済思想史文献データベース  <経済学史学会> 

工学研究(英文版 Kogaku Kenkyu)  <京都大学大学院工学研究科> 

在日本古脊椎動物化石データベース  <京都大学理学部地質学鉱物学教室古脊椎動物学研究室> 

自然災害科学データベース  <京都大学防災研究所巨大災害研究センター> 

情報学研究  <> 

縄文人骨 CT画像データベース  <京都大学大学院理学研究科動物学教室自然人類学研究室> 

食品と栄養データベース  <食品と栄養データベース作成委員会> 

生存圏データベース  <京都大学生存圏データベース作成委員会> 

生命システム情報統合データベース KEGG  <金久實> 

全国漢籍データベース  <全国漢籍データベース協議会> 

ダイズ種子プロテオームデータベース  <京都大学大学院農学研究科> 

太陽紅炎・フィラメント活動現象  <京都大学大学院理学研究科附属天文台> 

太陽地球系物理学データベース  <STPデータベース作成委員会> 

拓本文字データベース  <> 

地磁気データベース(リアルタイムデータも含む)(仮称)  <> 

地磁気データベース  <京都大学大学院理学研究科地磁気世界資料解析センター> 

電子化テキストデータベース  <京都大学附属図書館> 

東洋学文献類目データベース  <京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究センター> 

ナショナルバイオリソースプロジェクト「ラット」  <京都大学大学院医学研究科附属動物実験施設> 

日本の数学関連情報検索システム  <日本の数学関連情報検索システム> 

ニホンザル野外研究関連文献リスト  <霊長類研究所ニホンザル野外観察施設> 

ヒト Germline遺伝子・染色体検査オンラインデータベース  <京大病院遺伝子診療部 小杉 眞司> 

病原細菌データベース  <病原細菌データベース作成委員会> 

複雑系科学に関する情報発信(試験運用中)  <京都大学大学院情報学研究科複雑系科学専攻> 

分子性合成金属・超伝導体の化学と物理  <斎藤 軍治,他 21名> 

木材科学文献データベース  <京都大学大学院農学研究科森林科学専攻林産加工学分野> 

ライフサイエンス辞書  <ライフサイエンス辞書プロジェクト> 

リアルタイム地磁気データベース(リアルタイム AE指数を含む)(仮称)  <> 

リアルタイム地磁気データベース(リアルタイム Dst指数を含む)(仮称)  <> 

霊長類学文献索引データベース  <霊長類研究所図書室及び霊長類学文献索引データベース作成委員会> 

熊本大学 

CARD R-BASE  <熊本大学生命資源研究・支援センター動物資源開発研究部門(CARD)> 

アジア産シダ染色体データベース  <高宮正之(日本シダ学会)> 

英国小説翻訳一覧  <大野 龍浩> 

永青文庫「細川家旧記・古文書分類目録正編」  <熊本大学附属図書館> 
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可変型遺伝子トラップクローンデータベース(EGTC)  <荒木 正健> 

熊本大学学術リポジトリ  <熊本大学> 

熊本大学教育研究データベース  <EDB ワーキンググループ> 

熊本大学シラバス  <熊本大学> 

熊本大学三十年史  <熊本大学> 

熊本大学学位論文データベース  <熊本大学附属図書館> 

熊本大学附属図書館オンライン目録検索システム  <附属図書館> 

熊本法学  <熊本大学法学会> 

サイトカインシグナル伝達経路データベース  <サイトカインシグナル伝達経路研究会> 

サイトカインファミリーデータベース  <サイトカインシグナル伝達経路研究会> 

新聞記事見出しによる水俣病関係年表 1956-1971  <熊本大学学術資料調査研究推進室> 

地中海建築都市文献情報検索システム  <熊本大学工学部 伊藤研究室> 

日本語で書かれた医療人類学関連文献  <池田 光穂> 

文学部論叢  <熊本大学文学会> 

水俣病関係資料  <熊本大学学術資料調査研究推進室> 

水俣病に関する熊本大学医学部の研究論文等の目録  <熊本大学学術資料調査研究推進室> 

有孔虫文献データベース  <長谷川 四郎> 

ラフカディオ・ハーン・データベース  <熊本大学附属図書館> 

レファレンス事例データベース  <九州地区国立大学図書館協議会> 

群馬大学 

群馬大学紀要目次情報データベース  <群馬大学総合情報メディアセンター図書館> 

群馬大学総合情報メディアセンター図書館オンライン目録データベース  <群馬大学総合情報メディアセンター図書館> 

群馬大学総合情報メディアセンター図書館所蔵貴重資料画像データベース  <群馬大学総合情報メディアセンター図書館> 

高知大学 

高知大学蔵書データベース  <高知大学総合情報センター(図書館)> 

神戸大学 

WHHL/WHHLMI ウサギ英文論文リストおよびWHHL/WHHLMI ウサギの概要(仮称)  <塩見 雅志> 

WHO疫学週報トピックス  <神戸大学医学部保健学科感染・疫学情報センター> 

海事博物館資料検索  <神戸大学海事科学部> 

学術研究論文データベース(仮称)  <神戸大学遺伝子実験センター環境遺伝子機能制御研究分野> 

研究所受入ワーキングペーパー検索システム  <> 

神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ検索  <> 

財政データ一覧  <玉岡 雅之> 

所蔵社史目録  <神戸大学経済経営研究所附属政策研究リエゾンセンター企業情報分析資料室> 

住田文庫ホームページ  <> 

瀬戸内海海藻類標本データベース  <> 

戦前期新聞経済記事文庫  <> 

中川家文書  <> 



 － 141 －

埼玉大学 

ゲノムプロフィーリング法による生物同定・分類システム  <埼玉大学大学院理工学研究科物質科学部門(機能材料工学コース

西垣研究室)> 

埼玉大学 OPAC  <埼玉大学図書館> 

埼玉大学共生社会研究センター資料検索システム  <埼玉大学共生社会研究センター> 

埼玉大学経済学部研究資料室蔵書検索システム  <埼玉大学経済学部研究資料室> 

埼玉大学研究者情報検索データベース  <埼玉大学> 

埼玉大学理学部数学科 Saitama Math J.文献抄録  <埼玉大学理学部数学科> 

佐賀大学 

佐賀大学医学部研究者紹介ページ  <佐賀大学学術情報処理センター・医学サブセンター> 

佐賀大学海洋エネルギー研究センター「OTEC」データベース(仮称)  <佐賀大学海洋エネルギー研究センター> 

佐賀大学経済学部地域経済研究センター・資料室  <佐賀大学経済学部 地域経済研究センター> 

佐賀大学電子図書館 とんぼの眼  <佐賀大学附属図書館、佐賀大学総合情報基盤センター> 

植物遺伝資源データベース  <佐賀大学農学部遺伝資源学研究室> 

滋賀医科大学 

医学史関連西洋古典文献集成  <滋賀医科大学附属図書館> 

近江医学郷土史料電子文庫  <滋賀医科大学附属図書館> 

河村文庫データベース  <滋賀医科大学附属図書館> 

漢訳データベース・瑜伽論 漢訳データベース・婆沙論梵蔵漢対校 Electric-TEXT 『大乗阿毘達磨集論』、『大乗阿毘達磨雑

集論』  <瑜伽行思想研究会> 

滋賀医科大学公開講座  <> 

滋賀医科大学シラバス  <滋賀医科大学学生課教育支援係> 

滋賀医科大学マルチメディアセンターニュースレター  <滋賀医科大学マルチメディアセンター> 

滋賀医大電子ジャーナル  <滋賀医科大学> 

滋賀医科大学研究業績データベース  <滋賀医科大学マルチメディアセンター> 

滋賀医科大学研究者総覧  <滋賀医科大学マルチメディアセンター> 

滋賀医科大学蔵書目録データベース  <滋賀医科大学附属図書館> 

滋賀大学 

旧植民地関係資料総合目録  <滋賀大学経済経営研究所> 

滋賀大学附属図書館所蔵目録データベース  <滋賀大学附属図書館> 

琵琶湖の湖流と水温のデータベース  <遠藤修一(滋賀大学教育学部)> 

静岡大学 

Ring Server  <Ring Server Project> 

技術教育データベース  <技術教育研究グループ> 

静岡大学情報学部情報科学科水野研究室論文データベース  <> 

静岡大学人文学部経済学科資料室所蔵文献検索  <静岡大学人文学部経済学科> 

静岡大学博士学位論文要旨検索  <> 

中国文学文献案内  <> 

日本の姓の全国順位データベース  <城岡, 啓二> 
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フッサール・データベースについて  <> 

「民族學研究」データベース  <> 

島根大学 

島根大学研究紀要全文データベース  <島根大学> 

ラフカディオ・ハーン総合コレクションデータベース  <> 

島根県遺跡データベース  <島根大学地域貢献推進協議会・遺跡データベース分科会> 

上越教育大学 

蔵書目録データベース  <上越教育大学学務部学術情報課学術情報チーム情報管理担当> 

信州大学 

信州大学教育研究者総覧(日本語版)  <信州大学点検評価委員会> 

信州大学繊維学部教育研究活動データベース  <信州大学繊維学部> 

信州大学附属図書館 OPACシステムWWW版  <信州大学附属図書館> 

素粒子・原子核反応でのHBT効果のデータベース  <美谷島 實(信大理)、溝口 卓哉(鳥羽高専)、中島 典昭(高知医科大)>

日本作物学会論文検索  <日作紀データベースプロジェクトボランティアグループ> 

老化促進モデルマウス(SAM)データベース  <老化促進モデルマウス(SAM)研究協議会> 

政策研究大学院大学 

政策研究大学院大学図書館蔵書検索  <政策研究大学院大学図書館> 

総合研究大学院大学 

研究論文データベース  <ST研究グループ> 

千葉大学 

学術研究論文一覧(仮称)  <千葉大学国際教育開発センター> 

研究業績  <環境調節工学研究室(千葉大学園芸学部)> 

地震研傭船 地殻構造Webデータベース  <> 

千葉大学インハウス情報提供システム(学内サイト検索)  <> 

千葉大学学術成果リポジトリ  <> 

千葉大学研究者 Database検索システム  <> 

千葉大学大学院医学研究院 自律機能生理学・分子統合生理学  <千葉大学大学院医学研究院 自律機能生理学・分子統合

生理学> 

千葉大学附属図書館蔵書目録データベース  <千葉大学附属図書館> 

データベース : CEReSが提供するデータベース・画像集  <千葉大学環境リモートセンシング研究センター> 

日本近代画像データベース  <日本近代デザインデータベース作成委員会> 

萩庭さく葉コレクション  <萩庭さく葉標本データベース作成会> 

筑波技術大学 

筑波技術大学 障害者支援学術情報システム  <筑波技術大学 学術・社会貢献推進委員会> 

筑波技術大学附属図書館所蔵目録  <筑波技術大学附属図書館> 

筑波大学 

2001年度版 心身障害学系・教官研究活動データベース  <心身障害学系(発行者:中村満紀男、作成者:小畑文也)> 

Database of Journals in Regional Geography and Agricultural Geography  <仁平 尊明> 

Defect Dat@base  <筑波大学知的コミュニティ基盤研究センター:知の環境基盤研究部門> 
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Dharmakirti E-text  <小野 基> 

Dictyostelium cDNA Database  <Dictyostelium cDNA Project in Japan> 

EPR in Semiconductors  <筑波大学知的コミュニティ基盤研究センター:知の環境基盤研究部門> 

GAMMA10実験データベース(仮称)  <筑波大学プラズマ研究センター> 

GEWEX Asian Monsoon Experiment Asian Automatic Weather Station Network Database  <GAME-AAN 

Working Group> 

Lattice QCD Archive  <筑波大学計算科学研究センター> 

Rust flora of Japan  <植物寄生菌研究グループ> 

インターネット美術館  <筑波大学芸術学系> 

気象庁 GPVデータ  <筑波大学計算科学研究センター> 

研究基盤総合センター工作部門材料データベース  <研究基盤総合センター工作部門> 

現代日本語終助詞研究文献目録  <冨樫純一> 

国際教育協力拠点システムアーカイブス  <筑波大学教育開発国際協力研究センター電子アーカイブ事業> 

全国国立大学電子図書館電子化資料一覧  <矢澤真人> 

大学体育研究・総目次  <筑波大学 体育センター> 

知的コミュニティ情報システム図書館情報学および情報メディア研究に関するメタデータデータベース  <筑波大学知的コミュニ

ティ基盤研究センター> 

筑波大学 共通体育シバラス  <筑波大学 体育センター> 

筑波大学データバンク・プロジェクト  <筑波大学データバンク・プロジェクト> 

筑波大学附属図書館蔵書検索データベース  <筑波大学附属図書館> 

筑波大学薬理研究業績データベース(仮称)  <筑波大学基礎医学系薬理> 

日本語学術語集  <矢澤真人> 

「日本語文典と日本語文法教育史」データベース  <矢澤真人> 

日本美術シソーラスデータベース絵画編(試験運用版)  <筑波大学日本美術シソーラスデータベース作成委員会> 

熱収支・水収支観測データベース  <筑波大学陸域環境研究センター> 

ハ行子音の歴史関連参考文献  <奥村彰悟> 

比較・国際教育情報データベース  <日本比較教育学会> 

捕食・寄生性昆虫ダニ類 文献データベース  <捕食・寄生性昆虫研究会> 

電気通信大学 

電気通信大学研究者情報総覧  <電気通信大学総務部総務課評価・法規係> 

電気通信大学附属図書館 OPAC  <電気通信大学附属図書館> 

東京医科歯科大学 

寄生虫学雑誌&Parasitology Internationalデータベース  <赤尾信明・上村 清> 

東京外国語大学 

P.O. Bodding's Santal Dictionary  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

Saiva Scriptures  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

アイヌ語方言地図  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

浅井タケ昔話全集 I, II  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

アサバスカンリバイバル  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 
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アジア・アフリカにおける多言語状況と生活文化の動態  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

アジア文字曼陀羅～インド系文字の旅  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

アラビア文字の旅  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

イスラーム世界がよくわかる Q&A100  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

インターネット西夏学会  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

インド聖典データベース  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

インドネシア昔話の部屋  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

小川・浅井台湾資料  <GICAS(アジア書字コーパスに基づく文字情報学の創成)COE拠点> 

オスマン朝演劇ポスター  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

オスマン古地図  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

開成石経字体データベース  <> 

カイロの肖像・19世紀  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

近現代中東人名辞典  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

『国語学』データベース  <国語学会データベース委員会> 

国際学術研究調査関係研究者データベース  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

コリヤーク語・チュクチ語分類語彙集  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

サンスクリット電子辞書  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

三省堂言語大辞典データベース  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

シンハラ語・日本語辞書  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

多言語処理技術の基盤整備  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

タサダイ語テキスト  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

タロ芋データベース  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

チャムの碑文  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

東京外国語大学附属図書館所蔵資料データベース  <東京外国語大学附属図書館> 

トムソン写真の世界  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

ネパール村落民族誌  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

バリ語教室  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

ビルマ文字の碑文・墨文  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

ヒンディー語の世界  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

ヒンドゥーの神々の図像様相  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

フィジー語 CAI  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

福建系漢民族の民間信仰データベース/福建省編  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

ホイアンの碑文  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

北東ユーラシア言語地図  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

北東ユーラシア 民話資料  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

ボントック電子辞典  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 

マダガスカル研究  <東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所> 
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東京海洋大学 

大型コレクション/Collection of Caravan Maritime Books(キャラバンマリタイムブックスコレクション)  <東京海洋大学附属図

書館越中島分館学術情報係> 

大型コレクション「IDC 植物学マイクロフィッシュコレクション「藻類学と藻類」及び参照文献」目録  <東京海洋大学附属図書館

学術情報係> 

久保文庫目録  <東京海洋大学附属図書館学術情報係> 

東京海洋大学附属図書館蔵書目録(OPAC)  <東京海洋大学附属図書館学術情報係> 

羽原文庫目録  <東京海洋大学附属図書館学術情報係> 

東京学芸大学 

Digitized Sky Survey I に基づく暗黒星雲  <土橋, 一仁> 

ECR:電子的授業支援サービス  <東京学芸大学附属図書館> 

E-TOPIA : 教育系電子情報ナビゲーションシステム  <東京学芸大学附属図書館> 

東京学芸大学リポジトリ  <東京学芸大学> 

外国語教育実態調査データベース  <東京学芸大学 国際教育センター> 

教育総合データベース : 東京学芸大学附属図書館作成オリジナルデータベース  <> 

教育系Webページ全文検索  <> 

教育実践データベース  <教育実践データベース作成プロジェクト> 

教員養成カリキュラム開発研究文献目録(仮称)  <東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センター> 

雑穀研究データベース  <東京学芸大学教育学部環境教育実践施設> 

シラバス学芸大学  <> 

東京学芸大学附属図書館 OPAC  <> 

東京学芸大学音楽教育学データベース  <筒石 賢昭> 

特殊教育研究施設研究年報・研究施設報告閲覧  <東京学芸大学 特殊教育研究施設 (現:教育実践研究支援センター)> 

望月文庫往来物目録・画像データベース  <東京学芸大学附属図書館> 

東京芸術大学 

東京芸術大学附属図書館貴重資料データベース  <> 

東京藝術大学附属図書館蔵書検索  <> 

音楽学基礎文献データベース  <東京芸術大学音楽学部楽理科> 

楽理科データベース  <東京芸術大学音楽学部楽理科> 

収蔵品データベース  <> 

所蔵音響資料(オープンテープ)データベース  <東京藝術大学音楽学部小泉文夫記念資料室、同室長東京藝術大学教授 柘

植元一を代表とする研究グループ> 

[東京芸術大学音楽学部] 音楽研究センター資料案内  <[東京芸術大学音楽学部] 音楽研究センター> 

東京工業大学 

Human ABC Transporter Genes Database  <東京工業大学大学院生命理工学研究科 石川智久研究室> 

経済技術データベース(Database for the Analsys of the Techno-Economics)  <東京工業大学 社会理工学研究所 経営

工学専攻 渡辺研究室 技術経済分析研究会> 

東京工業大学総合目録データベース  <東京工業大学附属図書館> 

東京工業大学電子図書館  <東京工業大学附属図書館> 
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東京大学 

10GHz銀河面電波サーベイ  <半田利弘・祖父江義明> 

2001年度の論文･発表等、2002年度の論文･発表等  <新領域創成科学研究科 基盤情報学専攻 相田研究室> 

BGPlants  <研究用植物データベース作成グループ> 

Database of Transcription Start Sites  <東京大学医科学研究所> 

IAMカルチャーコレクションデータベース(仮称)  <東京大学分子細胞生物学研究所 細胞機能情報研究センター> 

Jarray Seismogram Data Sets  <東京大学地震研究所> 

JHES  <日本ハンドサーチエレクトロニックサーチ研究会> 

LIPID BANK for Web  <> 

Red Book of Endangered Languages(危機言語レッドブック)  <危機言語クリアリングハウス> 

SAGE法による遺伝子発現プロファイル  <本大学大学院医学系研究科分子予防医学教室> 

SATellite Image Archive for Network  <Institute of Industrial Science, University of Tokyo, Kitsuregawa 

laboratory> 

SATellite Image Archive for Network  <東京大学生産技術研究所喜連川研究室> 

Silkbase  <Bombyx Genome Database Woking Group> 

SMAD@ERI  <東京大学地震研究所地震火山災害部門> 

Social Science Japan Data Archive  <東京大学社会科学研究所附属日本社会研究情報センター> 

浅田家文書目録検索  <浅田家文書研究会> 

石川一郎文書目録  <武田晴人(経済学部教授)> 

入来院家文書  <> 

インターネット学術情報インデックス  <> 

インド学仏教学論文データベース  <日本印度学仏教学会> 

営業報告書検索  <武田, 晴人> 

営業報告書目録  <武田晴人(経済学部教授) 東京大学大学院経済学研究科・経済学部図書館> 

大型コレクションディレクトリ  <東京大学附属図書館> 

小野秀雄コレクション  <東京大学社会情報研究所> 

小野秀雄コレクション・かわら版新聞錦絵データベース  <東京大学社会情報研究所かわら版・新聞錦絵研究会> 

花押カードデータベース(平安時代・鎌倉時代)  <「花押画像のデータベース構築とその計測処理とに関する基礎的研究」研究

グループ> 

科研費研究成果報告書リスト  <東京大学薬学図書館> 

刊行物データベース  <> 

幾何計算ソフトウエア  <杉原, 厚吉(1948-)> 

Endangered Languages 「危機言語」のホームページ  <東洋言語研究室> 

近代朝鮮関係書籍データベース  <> 

古記録フルテキストデータベース(Broad Band@SHIPS)  <東京大学史料編纂所古記録フルテキストデータベースグループ>

国労関係資料目録  <東京大学大学院経済学研究科> 

古文書目録データベース(史料編纂所歴史情報処理システム-SHIPS-)  <東京大学史料編纂所古文書目録データベース作成

グループ> 

材料設計用データベース  <東京大学人工物工学研究センターライフサイクル工学部門情報知識学会CODATA材料データシ

ステム委員会> 
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材料プロセスにおける形態・構造制御エキスパートシステム  <学振未来開拓「異常成長」プロジェクトグループ> 

資源生物画像情報データベース  <資源生物画像情報データベース作成委員会> 

地震活動解析システム  <東京大学地震研究所地震予知情報センター> 

地震波形データベース  <東京大学地震研究所地震予知情報センター> 

施設に保存されている研究用植物のデータベース  <研究用植物データベース作成グループ> 

肖像情報データベース  <東京大学史料編さん所 画像史料解析センター> 

所蔵史料目録データベース  <東京大学史料編さん所図書室> 

史料編纂所所蔵肖像画模本データベース  <東大史料編さん所附属画像史料解析センター> 

人口学文献検索  <中澤, 港> 

森林利用関係文献リスト  <森林利用学会> 

摺物データベース  <摺物データベースグループ> 

製紙科学データベース  <東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 製紙科学研究室 江前敏晴> 

戦後日本政治外交データベース  <> 

双方向型錦絵 DB  <錦絵 DBグループ> 

大正新脩大藏經テキストデータベース  <大蔵経テキストデータベース研究会> 

大日本史料索引(史料編纂所歴史情報処理システム-SHIPS-)  <東京大学史料編纂所> 

大日本史料総合データベース  <東京大学史料編纂所> 

田中英彦・坂井修一研究室ホームページ  <東京大学大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 田中英彦・坂井修一研

究室> 

中国近現代文学関係雑誌記事データベース  <中国近現代文学関係雑誌記事 DB作成WG> 

中国絵画所在情報データベース  <東京大学 東洋文化研究所附属 東洋学研究情報センター> 

中国近現代文学関係雑誌記事データベース  <中国近現代文学関係雑誌記事 DB作成WG(代表者:尾崎文昭)> 

中世記録人名索引(史料編纂所歴史情報処理システムーSHIPS-)  <東京大学史料編纂所> 

土屋家旧蔵文書目録  <武田 晴人(経済学部教授)> 

データベース「世界と日本」  <東京大学東洋文化研究所田中明彦研究室> 

電子版霞亭文庫  <> 

電子版貴重書コレクション  <> 

電子版自然真営道  <> 

電子版東京大学総合図書館漢籍目録  <> 

東京大学学位論文データベース  <> 

東京大学史料編纂所データベース  <> 

東京大学総合研究博物館地史古生物部門所蔵 白亜紀アンモナイト類登録標本データベース  <> 

東京大学総合研究博物館データベース  <> 

東京大学東洋文化研究所所蔵漢籍目録データベース  <> 

東京大学 OPAC  <東京大学附属図書館、東京大学 情報基盤センター> 

東京大学愛知演習林量水観測結果報告  <東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林愛知演習林> 

東京大学医学系研究科学位論文論題データベース  <東京大学医学図書館> 

東京大学学誌財グローバルベース  <東京大学総合研究博物館> 

東京大学経済学部所蔵特別資料戦時海運関係資料目録  <武田 晴人(経済学部教授)> 
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東京大学経済学部所蔵特別資料濱田徳海資料目録  <武田 晴人(経済学部教授)> 

東京大学研究者紹介データベース  <東京大学研究協力部研究協力課> 

東京大学工学系研究科航空宇宙工学専攻図書室所蔵報告類目録  <東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻・工

学部航空宇宙工学科図書室> 

東京大学社会情報研究所附属情報メディア研究資料センター所蔵新聞目録  <東京大学社会情報研究所附属情報メディア研

究資料センター> 

東京大学泌尿器科症例登録データベース(仮称)  <東京大学泌尿器科学教室> 

東京大学附属図書館における新聞資料所蔵一覧  <東京大学社会情報研究所附属情報メディア研究資料センター> 

日本の無作為化比較試験データベース  <無作為比較試験データベース作成委員会> 

日本中世古文書フルテキストデータベース  <日本中世古文書フルテキストデータベース作成グループ> 

ブックコンテンツ・データベース  <東京大学情報基盤センター> 

古写真データベース  <東京大学史料編纂所> 

編年史料綱文データベース(Broad Band@SHIPS)  <東京大学史料編纂所編年史料綱文データベースグループ> 

本草図譜 : デジタルミュージアム 3  <東京大学総合研究博物館> 

南アジア文献検索データベース  <> 

南谷・中村研究室 発表論文  <東京大学先端科学技術研究センター 情報物理システム分野> 

有機金属反応経路の 3D図集(3D Structures of Organometallic Reaction Pathway)  <東京大学大学院 理学系研究科

化学専攻 中村研究室> 

有用生物資源画像データベース  <東京大学農学生命科学研究科生物測定学研究室> 

横山研究室発表論文一覧(仮称)  <東京大学工学系研究科電気工学専攻横山研究室> 

乱流輸送現象のデータベース  <東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻 笠木伸英> 

理科年表「日本付近のおもな被害地震年代表」検索プログラム  <> 

歴史地震記象検索システム  <東京大学地震研究所> 

歴史絵引データベース  <東京大学史料編纂所附属 画像史料解析センター> 

和雑誌特集記事索引データベース  <東京大学医学図書館> 

東京農工大学 

Sex Pheromone of Moths  <東京農工大学大学院 BASE 安藤哲> 

研究者情報検索  <東京農工大学大学情報委員会> 

繊維科学画像データベース  <東京農工大学工学部附属繊維博物館> 

東京農工大学研究年報データベース  <東京農工大学図書館> 

民間等との共同研究一覧、研究シーズ集、教員特許出願データ  <産官学連携・知的財産センター> 

東北大学 

Fluid Science Database Institute of Fluid Science Tohoku University  <東北大学流体科学研究所未来流体情報創造

センター> 

Institute for Materials Research (IMR) KIND Database  <Institute for Materials Research, Tohoku University> 

Tohoku Molten Salts Data Base  <Janz, George J.> 

秋田家史料データベース  <東北大学情報シナジーセンター学術情報研究部学術情報分室> 

医用細胞資源センター細胞株カタログ  <東北大学加齢医学研究所医用細胞資源センター> 

女川地磁気データベース  <東北大学大学院理学研究科惑星プラズマ・大気研究センター> 

学術研究論文データベース(仮称)  <東北大学医療技術短期大学部 ・紀要編集委員会 ・インターネット運用担当:小林 悌二>
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キラリティ・データベース  <東北大学多元物質科学研究所 資源変換・再生研究センター反応化学情報研究部> 

金研、材料データベース  <金属材料研究所計算材料学センター長 川添良幸> 

計算複雑流動研究分野  <井上 督(東北大学流体科学研究所 計算複雑流動研究分野教授)> 

原子・分子の流れ解析に関するデータベース  <日本機械学会P-SC263「原子・分子流れ解析に関するデータベース調査研究

分科会」> 

国内言語学関連研究機関WWWページリスト  <後藤斉> 

国内人文系研究機関WWWページリスト  <後藤斉> 

昆虫行動制御天然物質データベース  <玉木佳男> 

様々な温度での金属融体の構造因子データベース  <東北大学 多元物質科学研究所 早稲田研究室 物質構造解析グルー

プ> 

社会学文献情報データベース  <日本社会学会データベース委員会> 

衝撃波研究センターデータベース  <衝撃波研究センター> 

植物目録  <東北大学大学院理学研究科付属植物園> 

仙台数論小研究集会  <田谷, 久雄> 

電気通信研究所 研究者総覧システム  <東北大学電気通信研究所 やわらかい情報システム研究センター> 

電子顕微鏡画像データベース  <東北大学多元物質科学研究所 表面プロセス制御研究分野> 

東北大学法学部図書室 図書検索システム  <東北大学大学院法学研究科図書委員会・ネットワーク運用委員会> 

東北大学所蔵資料標本データベース(Tohoku University Museum Collection Database)  <東北大学所蔵資料標本デー

タベース作成委員会> 

東北大学大学院法学研究科・法学部図書室文献目録  <東北大学大学院法学研究科図書委員会・ネットワーク運用委員会> 

東北大学多元物質科学研究所 業績データベース(仮称)  <東北大学 多元物質科学研究所 広報情報室> 

東北大学多元物資科学科学研究所 業績データベース(仮称)  <東北大学 多元物資科学科学研究所 広報情報室> 

東北大学電気通信研究所文献データベース  <東北大学電気通信研究所やわらかい情報システム研究センター> 

東北大学図書館蔵書データベース  <東北大学附属図書館> 

東北大学ノア画像データベース  <東北大学 東北アジア研究センター> 

東北大学附属図書館狩野文庫画像データベース  <東北大学附属図書館> 

東北大学和算ポータル:和算資料全文画像データベース & 和算資料目録データベース  <東北大学附属図書館> 

日本画像データベース  <東北大学理学部大気海洋変動観測研究センター> 

日本思想史関係研究文献要目  <東北大学文学部日本思想史研究室> 

流体科学研究所 公表論文リスト(仮称)  <流体科学研究所 研究推進委員会> 

流体科学データベース  <東北大学流体科学研究所> 

徳島大学 

TUIST  <徳島大学附属図書館> 

実験動物データベース  <国立大学医学部附属動物実験施設協議会学術情報小委員会> 

徳島大学 教育・研究者情報データベース  <徳島大学> 

鳥取大学 

Yonago Acta medica online  <鳥取大学附属図書館医学部分館> 

世界の食料統計  <鳥取大学農学部・伊東研究室> 

鳥取大学付属図書館医学部分所蔵資料目録  <鳥取大学付属図書館医学部分館> 
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鳥取大学附属図書館蔵書目録データベース  <鳥取大学附属図書館> 

流体力学文献データベース  <日本流体力学会データベース委員会> 

富山大学 

外国雑誌目録データベース  <富山大学経済学部資料室> 

川合文書データベース  <> 

菊池文書データベース  <> 

気候史データベース  <富山大学人間発達科学部 田上善夫> 

社会学文献情報データベース  <日本社会学データベース委員会> 

資料室所蔵統計・調査報告書目録データベース  <富山大学経済学部資料室> 

資料室所蔵北陸地域資料目録データベース  <富山大学経済学部資料室> 

高岡高商蔵書(洋書)目録データベース  <富山大学経済学部資料室> 

高岡高商蔵書(和書)目録データベース  <富山大学経済学部資料室> 

高岡高等商業学校関係逐次刊行物記事索引  <富山大学経済学部資料室> 

ちりめんページ  <> 

東寺文書悉皆目録及び花押画像データベース  <東寺文書データベース作成委員会> 

富山大学附属図書館蔵書検索  <> 

富山大学ヘルン文庫所蔵ラフカディオ・ハーン関係文献データベース  <> 

富山大学紀要・富大経済論集 目次・記事索引  <富山大学経済学部> 

「日本:一つの解明」(「神國日本」)画像データベース  <> 

法律図書館連絡会加盟館一覧  <富山大学経済学部資料室> 

法律文献略称表  <富山大学経済学部資料室> 

法令判例資料室所蔵目録データベース  <富山大学経済学部資料室> 

民族薬物データベース  <富山大学和漢医薬学総合研究所民族薬物データベース作成委員会> 

夜間主コース図書室所蔵図書データベース  <富山大学経済学部資料室> 

和雑誌目録  <富山大学経済学部資料室> 

ヘルン文庫「和装本画像データベース」  <> 

豊橋技術科学大学 

核磁気共鳴スペクトルデータベース  <豊橋技術科学大学> 

豊橋技術科学大学 特許情報システム  <豊橋技術科学大学 未来技術流動研究センター> 

長岡技術科学大学 

長岡技術科学大学博士論文目次要旨データベース  <長岡技術科学大学附属図書館> 

長崎大学 

High-definition Image Database of Old Photographs of Japan  <> 

Japanese Old Photographs in Bakumatsu-Meiji Period  <> 

STUDY-RS MLキーワード検索  <STUDY-RS ML参加者> 

貴重和漢古書目録データベース  <長崎大学附属図書館> 

近代医学史デジタルアーカイブズ  <長崎大学附属図書館> 

グラバー図譜データベース  <長崎大学附属図書館> 

「体育・スポーツ哲学研究」目次検索システム(仮称)  <日本体育・スポーツ哲学会> 
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長崎大学研究情報データベース(仮称)  <長崎大学地域共同研究センター> 

長崎大学附属図書館 総合目録データベース  <長崎大学附属図書館> 

日本リモートセンシング学会文献データベース  <日本リモートセンシング学会 情報委員会> 

幕末・明治期日本古写真超高精細画像データベース  <> 

幕末・明治期日本古写真データベース  <長崎大学附属図書館> 

武藤文庫  <長崎大学附属図書館> 

リモートセンシング情報検索クラスタ(RSIRC)  <長崎大学工学部 情報システム工学科> 

名古屋工業大学 

図書・雑誌目録  <名古屋工業大学附属図書館> 

名古屋大学 

210度地磁気データ  <210度地磁気データベース作成委員会(代表:湯元清文)> 

メダカ・ホームページ  <メダカ.データベース.グループ> 

超高速大気イメージングデータ  <名古屋大学太陽地球環境研究所・電磁気圏環境部門> 

STEP極域磁場・オーロラ広域観測データ  <林 幹治> 

Video-learning Channel  <名古屋大学 情報メディア教育センター> 

意匠文化データベース  <意匠文化データベース作成委員会> 

伊藤圭介文庫  <名古屋大学附属図書館> 

宇宙線データベース  <名古屋大学太陽地球環境研究所宇宙線世界資料センター> 

生命理学データベース(仮称)  <名古屋大学・生命理学> 

太陽風速度データベース  <名古屋大学太陽地球環境研究所太陽風研究室> 

中部農業経営・経済文献目録一覧(仮称)  <中部農業経済学会> 

名古屋大学所蔵新聞目録  <> 

名古屋大学医学部・大学院医学系研究科欧文業績録データベース  <名古屋大学医学部・大学院医学系研究科欧文業績録

編集委員会> 

名古屋大学学術機関リポジトリ  <名古屋大学附属図書館> 

名古屋大学学術ナレッジ・ファクトリー  <名古屋大学附属図書館> 

名古屋大学地震観測網データベース  <名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山・防災研究センター> 

名古屋大学大学院医学系研究科医療薬学・医学部附属病院薬剤部  <名古屋大学大学院医学系研究科医療薬学・医学部附

属病院薬剤部> 

名古屋大学電子ジャーナル・アクセスサービス  <名古屋大学附属図書館電子ジャーナル連絡会> 

名古屋大学博士学位論文目録(新制)  <国立情報学研究所> 

名古屋大学放散虫化石データベース  <水谷伸治郎、磯貝芳徳、永井ひろ美、小嶋智、足立守> 

ヒト胎児(連続切片)標本  <名古屋大学医学部> 

真継家文書  <名古屋大学文学部文学研究科日本史学研究室> 

<名大システム>古典籍内容記述的データベース  <名古屋大学附属図書館> 

毛利フーフェラントコレクションデータベース  <名古屋大学博物館> 

有機溶剤中毒症例データベース  <日本産業衛生学会有機溶剤中毒研究会 症例集編集事務局> 

吉崎誠藻類コレクション  <野崎ますみ> 

乱流の大規模数値計算データベース  <名古屋大学大学院工学研究科計算理工学専攻金田研究室> 
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奈良教育大学 

教育資料館「大和のうた」録音資料音声情報データベース  <奈良教育大学教育資料データベース作成グループ> 

教育資料データベース  <奈良教育大学教育資料データベース作成グループ> 

奈良教育大学学術情報研究センター教育資料館情報提供サービス  <奈良教育大学学術情報研究センター> 

奈良教育大学学術情報研究センター教育資料館所蔵資往来物データベース  <奈良教育大学学術情報研究センター> 

奈良教育大学学術情報研究センター教育資料館所蔵資料画像情報データベース  <奈良教育大学教育資料データベース作

成グループ> 

奈良教育大学学術情報研究センター教育資料館所蔵女筆手本類データベース  <奈良教育大学学術情報研究センター> 

奈良教育大学学術情報研究センター図書館貴重書・大型コレクションデータベース  <奈良教育大学学術情報研究センター>

奈良教育大学学術情報研究センター図書館情報提供サービス  <奈良教育大学学術情報研究センター> 

奈良教育大学学術情報研究センター図書館所蔵データベース  <奈良教育大学学術情報研究センター> 

奈良教育大学附属図書館蔵書目録データベース  <奈良教育大学附属図書館> 

奈良女子大学 

奈良女子大学画像原文データベース  <奈良女子大学附属図書館> 

奈良女子大学所蔵女性問題図書目録  <奈良女子大学附属図書館> 

奈良女子大学附属図書館蔵書検索システム  <附属図書館> 

奈良地域関連資料画像データベース  <奈良女子大学附属図書館> 

百部叢書集成  <奈良女子大学附属図書館> 

万葉集校本データベース  <万葉集校本データベース作成委員会> 

奈良先端科学技術大学院大学 

千原研究室文献データベース  <奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 像情報処理学講座(千原研究室)> 

特許検索システム  <奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究調査センター> 

奈良先端科学技術大学院大学電子図書館システム  <奈良先端科学技術大学院大学附属図書館> 

微生物ゲノムデータベース  <微生物ゲノムデータベース構築グループ> 

藤原研究室 文献リスト  <奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 コンピュータ設計学講座(藤原研究室)> 

鳴門教育大学 

教科教育実践学関係資料(国語科)データベース  <鳴門教育大学附属図書館> 

子どもの心を理解するための絵本のデータベース  <佐々木宏子・鳴門教育大学附属図書館 児童図書室制作> 

ドイツ・スポーツ運動論、主要語彙用例データベース  <綿引勝美> 

鳴門教育大学学位論文要旨データベース  <鳴門教育大学附属図書館> 

鳴門教育大学附属図書館蔵書目録データベース  <鳴門教育大学附属図書館> 

新潟大学 

アサガオの生理学  <新潟大学理学部 和田 清俊> 

学位論文一覧  <新潟大学大学院現代社会文化研究科情報ネットワーク委員会> 

刊行物一覧データベース  <新潟大学 大学教育開発研究センター> 

紀要『現代社会文化研究』データベース(仮称)  <新潟大学大学院現代社会文化研究科情報ネットワーク委員会> 

紀要「法政理論」目次一覧データベース  <新潟大学法学会> 

所蔵資料一覧データベース  <新潟大学 大学教育開発研究センター> 

陳暘樂書研究データベース  <児玉 憲明> 
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統合失調症に関する脳内遺伝子発現データベース  <那波 宏之> 

動物染色体画像データベース  <赤澤 宏平> 

図書・雑誌目録データベース  <新潟大学附属図書館> 

新潟大学貴重資料データベース  <新潟大学附属図書館> 

新潟大学 産学連携のための研究者一覧  <新潟大学地域共同研究センター> 

新潟大学歯学部業績一覧  <新潟歯学会> 

新潟大学歯学部歯科補綴学第一講座業績  <新潟大学大学院医歯学総合研究科 摂食機能を再建学> 

新潟大学農学部研究報告  <新潟大学農学部研究報告編集委員会> 

新潟大学博士論文データベース  <新潟大学附属図書館> 

浜松医科大学 

図書館蔵書目録検索システム(OPAC)  <浜松医科大学附属図書館> 

浜松医科大学規則集データベースシステム  <> 

一橋大学 

外地関係統計資料目録  <経済統計情報データベース編成委員会 一橋大学経済研究所附属社会科学統計情報研究セン

ター> 

長期経済統計データベース  <一橋大学経済研究所附属社会科学統計情報研究センター> 

統計調査総覧  <経済統計情報データベース編成委員会> 

統計調査報告書  <経済統計情報データベース編成委員会> 

統計表  <経済統計情報データベース編成委員会> 

一橋大学附属図書館所蔵資料データベース  <一橋大学附属図書館> 

一橋ディジタルアーカイヴス(Hitotsubashi Digital Archives)  <一橋大学附属図書館> 

兵庫教育大学 

兵庫教育大学修士論文概要データベース  <兵庫教育大学学校教育研究センター> 

兵庫教育大学修士論文論題データベース  <兵庫教育大学教育研究支援部学術情報課> 

兵庫教育大学博士論文論題データベース  <兵庫教育大学教育研究支援部学術情報課> 

兵庫教育大学附属図書館教育実践資料データベース  <兵庫教育大学教育研究支援部学術情報課> 

兵庫教育大学附属図書館所蔵目録データベース  <兵庫教育大学教育研究支援部学術情報課> 

弘前大学 

弘前大学オンライン全学総合目録  <弘前大学附属図書館> 

弘前大学教育・研究者総覧  <弘前大学> 

弘前大学研究成果検索システム  <弘前大学附属図書館> 

広島大学 

インド大縮尺地図データベース  <広島大学総合地誌研究資料センター> 

教科書コレクション画像データベース  <教科書コレクション画像データベース化プロジェクト> 

研究業績  <広島大学大学院 先端物質科学研究科 宮崎誠一> 

原爆・被ばく関連資料データベース  <原爆・被ばく関連資料データベース作成委員会> 

高等教育統計データ集  <広島大学高等教育研究開発センター> 

国際法文献データベース  <西谷 元> 

ジョン・グッドウィンおよび関連文献目録  <山田 園子> 
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日本におけるフランス 16世紀研究  <広島大学総合科学部 平手友彦> 

日本のローマ法  <吉原 達也> 

ひまわり  <広島大学産学連携センター> 

広島外国語研究、視聴覚教育研究、オンライン型語学学習  <広島大学外国語教育研究センター> 

広島大学学位論文論題データベース  <広島大学図書館> 

広島大学蔵書目録  <広島大学図書館> 

森戸文庫画像データベース  <森戸文庫データベース作成グループ> 

福井大学 

福井県自然災害データベース  <福井大学 教育地域科学部 地学教室> 

福井県地質文献データベース  <福井大学教育地域科学部 地学教室> 

福井大学蔵書目録データベース  <福井大学附属図書館> 

福井地域地盤データベース  <福井地域環境研究会地盤分科会> 

福岡教育大学 

障害児教育論文 db(仮称)  <福岡教育大学 障害児教育講座、障害児治療教育センター> 

福岡教育大学附属図書館蔵書目録データベース  <福岡教育大学附属図書館> 

福島大学 

福島大学研究者総覧データベース  <福島大学> 

福島大学附属図書館所蔵目録データベース  <福島大学附属図書館> 

放送大学 

放送大学附属図書館所蔵目録  <放送大学学園学習センター部図書課 (1985 - 2004.3.31)> 

北陸先端科学技術大学院大学 

教員業績データベースシステム  <北陸先端科学技術大学院大学> 

北陸先端科学技術大学院大学学位論文データベース  <北陸先端科学技術大学院大学附属図書館> 

北陸先端科学技術大学院大学附属図書館所蔵目録データベース  <北陸先端科学技術大学院大学附属図書館> 

北海道教育大学 

研究報告総目次  <北海道教育大学大雪山自然教育研究施設> 

大雪山自然教育研究施設研究報告 Online version  <北海道教育大学大雪山自然教育研究施設> 

大雪山の自然  <北海道教育大学大雪山自然教育研究施設> 

北海道教育大学大雪山自然教育研究施設ホームページ  <北海道教育大学大雪山自然教育研究施設> 

北海道教育大学附属図書館所蔵目録(仮称)  <北海道教育大学附属図書館> 

北海道大学 

NOAA 衛星画像 : リアルタイム海洋環境情報  <北海道大学大学院 水産科学研究院 海洋資源計測学講座 衛星資源計測

学分野> 

荷電粒子核反応データベース  <日本荷電粒子核反応データグループ> 

Modern Russian Literature  <> 

自然史系標本データベース(Natural History Speciment DATABASE)  <北海道大学総合博物館自然史系標本データ

ベース化促進グループ> 

志法既刊目次一覧  <北海道大学法学部・大学院法学研究科 法令新刊雑誌室> 

獣医寄生虫データベース Veterinary Parasitology Catalogue With Original Articles.(VPC)  <動物医学研究会> 
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種子落下量観測地点リスト  <北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 森林圏ステーション> 

ショウジョウバエ分類学データベース  <北海道大学低温科学研究所生物多様性グループ> 

短波海洋レーダーによる津軽海峡準リアルタイム流向流速観測システム  <北海道大学大学院 水産科学研究院 海洋資源計

測学講座 衛星資源計測学分野> 

長期観測林データベース  <北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 森林圏ステーション> 

動植物調査データベース  <北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 森林圏ステーション> 

苫小牧演習林参照標本データベース  <北海道大学低温科学研究所生物多様性グループ> 

汎用生物分類検索システム  <北海道大学低温科学研究所生物多様性グループ> 

フェノロジー(生物季節)観測リスト  <北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 森林圏ステーション> 

北大脳科学研究者データベース  <北海道大学教育改善推進総長経費事業> 

北大法学研究科 ジュニア・リサーチ・ジャーナル 既刊目次  <北海道大学法学部・大学院法学研究科 法令判例新刊雑誌室>

北大法学部ゼミ論集既刊目次(仮称)  <北海道大学法学部・大学院法学研究科 法令判例新刊雑誌室> 

北大法学論集 既刊目次  <北海道大学法学部・大学院法学研究科 法令判例新刊雑誌室> 

北海道大学学位論文目録データベース  <> 

北海道大学水産学部附属練習船うしお丸データサイト  <北海道大学水産学部附属練習船うしお丸> 

北海道大学蔵書データベース  <> 

北海道大学附属図書館北方資料データベース  <> 

北方森林圏データベース  <北海道大学北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション> 

北方森林圏データベース Forest Research Database(英名)  <北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 森林圏ス

テーション> 

ロシア政治家エリート Who's Who  <> 

三重大学 

高橋文太郎研究  <武笠俊一> 

芭蕉紀行文文字データベース  <三重大学近世文化研究会> 

三重大学水産実験所魚類標本  <木村 清志> 

宮城教育大学 

環境教育実践事例データベース  <宮城教育大学 文部科学省拠点システムプロジェクト> 

漢籍データベース  <宮城教育大学教育学部> 

水中微小生物図鑑  <宮城教育大学環境教育実践センター> 

電子資料館  <宮城教育大学附属図書館> 

天文教育実践事例データベース 「星空観察ネットの広場:教室でできる宇宙の実験教室」  <宮城教育大学惑星科学研究室>

図書目録データ  <宮城教育大学附属図書館> 

宮城教育大学環境研データベース  <宮城教育大学教育学部附属環境教育実践研究センター> 

宮崎大学 

獣医臨床薬理学データベース  <獣医臨床薬理 DB研究会> 

宮崎大学所蔵図書・雑誌目録データベース  <宮崎大学附属図書館> 

室蘭工業大学 

室蘭工業大学附属図書館蔵書検索 OPAC  <室蘭工業大学附属図書館> 
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山形大学 

サイバーユニバーシティ「鷹山」  <山形大学> 

電気化学の庵  <データベースアメニティ研究所(山形大学バーチャル研究所)> 

紅花の歴史文化館  <> 

山形大学オンライン蔵書目録  <山形大学附属図書館> 

山形大学所蔵「高橋文庫」目録データベース  <山形大学附属図書館> 

ゆとり都 OPAC : 山形県内大学図書館蔵書の横断検索  <> 

山口大学 

Petri Net Pathways  <山口大学理学部附属生命パスウェイ解析センター・データベース作成グループ> 

中毒情報データベース  <山口大学医学部附属病院薬剤部> 

万葉集データベース  <吉村誠,中田充,葛崎偉> 

山口大学学術機関リポジトリ  <山口大学情報環境部> 

山口大学図書館所蔵目録データベース (仮称)  <山口大学図書館> 

山梨大学 

健やか親子 21取り組みのデータベース  <主任研究者 山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座 教授 山縣然太

朗> 

母子保健・医療情報データベース  <分担・主任研究者 山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座教授 山縣然太

朗> 

山梨県スギ・ヒノキ科花粉飛散データベース  <山梨環境アレルギー研究会> 

山梨大学附属図書館蔵書目録データベース  <山梨大学附属図書館> 

横浜国立大学 

化学センサーデータベース  <化学データベース委員会> 

環境汚染物質の同族体・異性体組成情報データベース  <横浜国立大学 環境情報研究院 益永研究室 益永茂樹> 

補聴器データベース 2006  <中川辰雄> 

松田裕之業績目録  <松田裕之> 

横浜国立大学研究者総覧  <横浜国立大学評価委員会> 

横浜国立大学附属図書館画像データベース  <社会科学特殊コレクション及び画像データベース作成委員会> 

横浜国立大学附属図書館書誌所在情報データベース  <横浜国立大学附属図書館> 

琉球大学 

伊波普猷文庫画像データベース  <琉球大学 附属図書館> 

仲宗根政善言語資料画像情報データベース  <琉球大学附属図書館> 

仲原善忠文庫画像データベース  <琉球大学 附属図書館> 

宮良家文書画像データベース  <琉球大学附属図書館> 

目録データベース  <琉球大学附属図書館> 

琉球語音声データベース  <琉球大学> 

和歌山大学 

MS Bibliographical List of Novelists in English  <坂本正雄> 

MS Woolfian Machine-readable Bibliography  <坂本正雄> 

MS Woolfian Text Archive  <坂本正雄> 
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紀州藩文庫目録  <国立大学法人和歌山大学附属図書館> 

国立大学法人和歌山大学附属図書館蔵書目録データベース  <国立大学法人和歌山大学附属図書館> 

明治以降外国語教科書データベース  <外国語教科書データベース作成委員会> 

和歌山大学経済学部刊行紀要データベース  <和歌山大学経済学部経済研究所> 

和歌山大学経済学部経済研究所 蔵書検索サービス  <和歌山大学経済学部経済研究所> 
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情報検索サービス機関名 

データベースの正式名称 <データベースの作成者> 

《公立大学》 

愛知県立大学 

愛知県立大学附属図書館情報検索システム  <愛知県立大学附属図書館> 

会津大学 

会津大学情報センター附属図書館所蔵目録データベース  <会津大学情報センター附属図書館> 

青森県立保健大学 

青森県立保健大学附属図書館所蔵目録データベース  <青森県立保健大学附属図書館> 

青森公立大学 

青森公立大学図書館所蔵目録  <青森公立大学図書館> 

秋田県立大学 

秋田県立大学 蔵書目録データベース  <秋田県立大学 図書・情報センター室> 

石川県立看護大学 

石川県立看護大学 OPAC  <石川県立看護大学附属図書館> 

茨城県立医療大学 

茨城県立医療大学附属図書館蔵書検索  <茨城県立医療大学附属図書館> 

岩手県立大学 

岩手県立大学メディアセンターOPACシステム  <岩手県立大学 メディアセンター> 

大分県立看護科学大学 

Campus Square for library  <新日鉄ソリューションズ(株)大分支社> 

大阪女子大学 

大阪女子大学附属図書館所蔵目録データベース  <大阪女子大学> 

大阪市立大学 

Database on Japanese Radiolarian Type specimens  <八尾, 昭> 

OCU ERI-Biblio(経済学文献目録)  <大阪市立大学経済研究所> 

wwwOPAC  <大阪市立大学学術情報総合センター> 

大阪市立大学学術情報総合センターZ39.50 統合検索  <大阪市立大学学術情報総合センター> 

大阪市立大学学術情報総合センター統合情報検索  <大阪市立大学学術情報総合センター> 

大阪市立大学紀要論文データベース検索  <大阪市立大学学術情報総合センター> 

大阪市立大学紀要論文データベースタイトル別一覧検索  <大阪市立大学学術情報総合センター> 

大阪市立大学蔵書検索(wwwOPAC)  <大阪市立大学学術情報総合センター> 

大坂町触データベース全文検索システム  <大阪市立大学学術情報総合センター> 

近世大坂三郷・近郊古文書画像データベース  <大阪市立大学学術情報総合センター> 

近世大坂三郷・近郊古文書画像データベース(横断検索)  <大阪市立大学学術情報総合センター> 

ゾンバルト文庫画像データベース  <大阪市立大学学術情報総合センター> 

ゾンバルト文庫画像データベース(検索)  <大阪市立大学学術情報総合センター> 

日本経済史資料画像データベース  <大阪市立大学学術情報総合センター> 
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日本の放散虫研究文献データベース  <八尾, 昭> 

森文庫画像データベース  <大阪市立大学学術情報総合センター> 

森文庫マイクロフイルム画像データベース  <大阪市立大学学術情報総合センター> 

大阪府立大学 

大阪府立大学図書館システム  <大阪府立大学学術情報センター> 

社会福祉文献情報データベース  <大阪府立大学人間社会学部> 

社会福祉文献情報データベース(長尾文庫)  <社会福祉文献情報データベース作成委員会> 

中尾佐助スライドデータベース  <大阪府立大学学術情報センター> 

岡山県立大学 

岡山県立大学附属図書館所蔵目録(仮称)  <岡山県立大学附属図書館> 

沖縄県立看護大学 

沖縄県立看護大学附属図書館所蔵目録  <沖縄県立看護大学附属図書館> 

沖縄県立芸術大学 

沖縄県立芸術大学附属図書・芸術資料館蔵書目録  <沖縄県立芸術大学附属図書・芸術資料館> 

神奈川県立保健福祉大学 

神奈川県立保健福祉大学附属図書館所蔵目録データベース  <神奈川県立保健福祉大学附属図書館> 

金沢美術工芸大学 

金沢美術工芸大学附属図書館絵手本データベース  <絵手本 DB作成グループ> 

金沢美術工芸大学附属図書館蔵書検索システム  <金沢美術工芸大学附属図書館> 

北九州市立大学 

北九州市立大学学術情報総合センター(図書館)蔵書目録  <北九州市立大学学術情報総合センター(図書館)> 

岐阜県立看護大学 

岐阜県立看護大学蔵書目録データベース  <岐阜県立看護大学図書館> 

京都府立医科大学 

京都府立医科大学附属図書館蔵書検索(OPAC)  <附属図書館> 

京都府立大学 

京都府立大学蔵書目録(仮称)  <京都府立大学附属図書館> 

熊本県立大学 

熊本県立大学学術情報メディアセンター図書館蔵書目録  <熊本県立大学学術情報メディアセンター図書館> 

県立長崎シーボルト大学 

蔵書目録データベース  <県立長崎シーボルト大学附属図書館> 

神戸市外国語大学 

神戸市図書館情報ネットワークシステム  <神戸市外国語大学図書館> 

神戸市看護大学 

神戸市図書館情報ネットワークシステム  <神戸市> 

公立はこだて未来大学 

公立はこだて未来大学情報ライブラリー所蔵目録(仮称)  <公立はこだて未来大学情報ライブラリー> 

埼玉県立大学 

埼玉県立大学情報センター所蔵目録データベース(仮称)  <埼玉県立大学情報センター> 
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札幌医科大学 

札幌医科大学附属図書館蔵書データベース(仮称)  <札幌医科大学附属図書館> 

滋賀県立大学 

滋賀県立大学環境科学部年報目次(仮称)  <滋賀県立大学環境科学部> 

滋賀県立大学研究者情報  <滋賀県立大学地域貢献研究推進グループ> 

滋賀県立大学工学部報目次(仮称)  <滋賀県立大学工学部> 

静岡県立大学・短期大学部 

静岡県立大学附属図書館横断検索  <静岡県立大学附属図書館> 

首都大学東京 

Tools on Number Theory Web  <中村憲> 

小笠原諸島に関する人文・社会科学関係文献目録  <ダニエル・ロング> 

首都大学東京図書情報センター蔵書検索 OPAC  <首都大学東京図書情報センター> 

植物標本データベース  <牧野標本館データベース作成グループ> 

東京都立大学博士学位論文論題一覧  <東京都立大学事務局> 

メタファ関連文献データベース  <小野 滋> 

情報科学芸術大学院大学 

情報科学芸術大学院大学附属図書館蔵書データベース(仮称)  <情報科学芸術大学院大学附属図書館> 

高崎経済大学 

高崎経済大学附属図書館所蔵目録データベース(仮称)  <高崎経済大学附属図書館事務室 図書担当> 

都留文科大学 

都留文科大学電子紀要  <都留文科大学附属図書館> 

都留文科大学附属図書館蔵書目録  <都留文科大学附属図書館> 

富山県立大学 

富山県立大学 蔵書検索システム  <富山県立大学附属図書館> 

長崎県立大学 

長崎県立大学図書情報センター 所蔵目録  <長崎県立大学 図書情報センター> 

名古屋市立大学 

名古屋市立大学蔵書データベース  <公立大学法人名古屋市立大学総合情報センター> 

奈良県立医科大学 

奈良県立医科大学所蔵資料データベース  <奈良県立医科大学附属図書館> 

兵庫県立大学 

兵庫県立大学蔵書検索 OPAC  <兵庫県立大学学術総合情報センター> 

県立広島大学 

県立広島大学学術情報センター図書館蔵書検索  <県立広島大学学術情報センター図書館> 

福岡県立大学 

当館所蔵の蔵書目録(仮称)  <福岡県立大学附属図書館> 

福岡女子大学 

福岡女子大学附属図書館蔵書目録(OPAC)  <福岡女子大学附属図書館> 
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公立大学法人福島県立医科大学 

研究者データベース  <福島県立医科大学> 

日本医学物理学会大会演題・発表者データベース  <日本医学物理学会,福島県立医科大学医学部物理学講座 小林 恒夫>

福島県立医科大学 オンライン閲覧用目録  <福島県立医科大学附属学術情報センター> 

福島県立医科大学附属展示館ビデオデータベース  <附属展示館> 

三重県立看護大学 

三重県立看護大学附属図書館蔵書目録データベース(仮称)  <三重県立看護大学附属図書館> 

宮崎県立看護大学 

蔵書検索  <附属図書館> 

宮崎公立大学 

図書・雑誌目録データベース  <宮崎公立大学附属図書館> 

山形県立保健医療大学 

山形県立保健医療大学情報検索システム  <1、医学中央雑誌Web版:ユサコ株式会社(代理店)ネットワークグループ> 

山形県立保健医療大学蔵書目録データベース  <山形県立保健医療大学附属図書館> 

山梨県立大学 

山梨県立女子短期大学図書館所蔵目録データベース  <山梨県立女子短期大学図書館> 
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情報検索サービス機関名 

データベースの正式名称 <データベースの作成者> 

《私立大学》 

愛知医科大学 

愛知医科大学医学情報センターデータベース  <愛知医科大学 医学情報センター(図書館)> 

愛知学院大学・短期大学部 

愛知学院大学図書館情報センター蔵書目録  <愛知学院大学図書館情報センター> 

愛知学院大学附属図書館  <愛知学院大学附属図書館> 

病理学画像データベース  <愛知学院大学歯学部病理学講座> 

物語要素事典  <神山 重彦> 

愛知学泉大学 

愛知学泉大学・愛知学泉短期大学図書館所蔵資料 D.B.  <愛知学泉大学・愛知学泉短期大学図書館員> 

愛知工業大学 

愛知工業大学附属図書館所蔵目録  <愛知工業大学附属図書館> 

愛知産業大学・短期大学 

ASULIB  <愛知産業大学・短期大学図書館> 

愛知淑徳大学 

Limedio.  <愛知淑徳大学図書館.> 

愛知大学 

愛知大学蔵書目録  <愛知大学図書館> 

青山学院大学 

Aoyama Gakuin University Library Resources Online Retrieval Assistance System 21  <1.青山学院大学図書館(本

館、相模原分館)2.青山学院女子短期大学図書館> 

グローバルレクチャーデータベース  <青山学院大学国際マネジメント研究科 グローバルレクチャーデータベース作成委員会>

竹取物語機械可読テキスト  <近藤 泰弘> 

浅井学園大学・浅井学園大学短期大学部 

浅井学園大学図書館蔵書検索  <浅井学園大学図書館> 

旭川大学 

図書目録データベース  <旭川大学図書館> 

朝日大学 

朝日大学図書館 OPAC  <朝日大学図書館> 

麻布大学 

麻布大学附属学術情報センター所蔵目録(仮称)  <麻布大学附属学術情報センター> 

亜細亜大学 

亜細亜大学図書館所蔵図書資料目録データベース  <亜細亜大学学術情報部学術情報課> 

跡見学園女子大学 

跡見学園女子大学図書館蔵書検索  <跡見学園女子大学図書館> 
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石巻専修大学 

石巻専修大学図書館-Online Public Access Catalog  <石巻専修大学図書館> 

いわき明星大学 

いわき明星大学図書館蔵書目録データベース  <いわき明星大学図書館> 

岩手医科大学 

学術研究論文データベース(仮称)  <岩手医科大学教養部生物学教教室> 

蔵書目録データベース(仮称)  <岩手医科大学附属図書館> 

宇部フロンティア大学 

宇部フロンティア大学/短期大学部附属図書館蔵書目録(仮称)  <宇部フロンティア大学/短期大学部附属図書館> 

仮名手本忠臣蔵テキストデータベース  <宇部短期大学文学科国語国文学専攻学生、同情報計数学科学生> 

『菅原伝授手習鑑」テキストデータベース  <宇部短期大学言語文化学科学生> 

「義経千本桜」テキストデータベース  <宇部短期大学文学科国語国文学専攻学生、同情報計数学科学生> 

英知大学 

英知大学図書館蔵書目録  <英知大学図書館> 

江戸川大学・江戸川短期大学 

Edogawa Library Information System(通称:ELIS)  <江戸川大学・短期大学総合情報図書館> 

Web教員・データベース  <江戸川大学 学務課> 

奥羽大学 

奥羽大学図書館所蔵目録データベース  <奥羽大学図書館> 

桜花学園大学 

桜花学園大学蔵書データベース  <桜花学園大学桜堂記念図書館> 

桜花学園大学保育学部・名古屋短期大学図書館所蔵目録データベース(仮称)  <桜花学園大学保育学部・名古屋短期大学図

書館> 

追手門学院大学 

追手門学院大学附属図書館 OPAC  <追手門学院大学附属図書館> 

追手門学院大学附属図書館ホームページ  <追手門学院大学附属図書館> 

桜美林大学 

桜美林大学図書館資料目録データベース  <桜美林大学図書館> 

大阪医科大学 

大阪医科大学図書館図書・雑誌所在情報データベース  <大阪医科大学図書館> 

大阪大谷大学 

大阪大谷大学図書館蔵書目録データベース  <大阪大谷大学図書館> 

大阪観光大学 

OPACデータベース(仮称)  <大阪観光大学図書館> 

大阪経済大学 

大阪経済大学蔵書目録データベース  <大阪経済大学図書館> 

大阪経済法科大学 

大阪経済法科大学蔵書目録データベース  <大阪経済法科大学 図書館> 
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大阪工業大学 

研究業績・技術シーズ  <大阪工業大学事務部庶務課> 

図書館総合情報管理システム  <大阪工業大学図書館> 

大阪国際大学 

大阪国際大学総合メディアセンターDigital Library(大阪国際女子大学紀要等学術情報マルチメディアデータベースを含む

<大阪国際大学総合メディアセンター> 

大阪産業大学 

所蔵目録検索データベース(OPAC検索)  <大阪産業大学綜合図書館> 

大阪歯科大学 

大阪歯科大学図書館目録所在情報データベース  <大阪歯科大学図書館> 

教育研究論文目録データベース  <大阪歯科大学> 

大阪樟蔭女子大学 

日本主要都市方言音声データベース  <日本主要都市方言音声データベース作成委員会> 

大阪商業大学 

大阪商業大学商業史博物館データベース(仮称)  <大阪商業大学商業史博物館> 

大阪商業大学図書館蔵書検索  <大阪商業大学図書館> 

大阪成蹊大学 

大阪成蹊大学現代経営情報学部研究紀要(仮称)  <大阪成蹊大学現代経営情報学部> 

大阪体育大学 

大阪体育大学図書館 OPAC(仮称)  <大阪体育大学図書館> 

大阪電気通信大学・短期大学部 

大阪電気通信大学図書館蔵書目録データベース(仮称)  <大阪電気通信大学図書館> 

前方後円墳データベース  <総合情報学部 小沢一雅> 

大妻女子大学 

東南アジア保健医療統計データベース  <大澤清二(東南アジア保険医療統計データベース研究会)> 

図書館蔵書目録  <大妻女子大学図書館> 

大手前大学・大手前短期大学 

大手前大学・短期大学図書館書蔵目録データベース  <大手前大学図書館> 

岡山商科大学 

岡山商科大学附属図書館蔵書目録(仮称)  <岡山商科大学附属図書館> 

岡山理科大学 

岡山理科大学図書館 資料検索  <岡山理科大学> 

電子図書館  <岡山理科大学図書館> 

沖縄大学 

沖縄大学図書館蔵書目録データベース  <沖縄大学図書館> 

嘉悦大学 

嘉悦大学図書館蔵書目録データベース  <嘉悦大学情報メディアセンター> 

学習院大学 

学習院所蔵資料目録情報検索データベース  <学習院大学図書館> 
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学習院所蔵資料目録データベース(業務用)  <学習院大学図書館> 

電子図書館システムデータベース(仮称)  <学習院大学図書館> 

鹿児島国際大学 

鹿児島国際大学 CD-ROMデータベース  <鹿児島国際大学附属図書館> 

鹿児島国際大学オンラインデータベース  <鹿児島国際大学附属図書館> 

鹿児島国際大学蔵書目録データベース  <鹿児島国際大学附属図書館> 

活水女子大学 

活水学術情報データベース  <活水女子大学図書課> 

活水所蔵雑誌紀要目録データベース  <活水女子大学図書課> 

活水所蔵洋書目録データベース  <活水女子大学図書課> 

活水所蔵和書目録データベース  <活水女子大学図書課> 

活水論文集目次情報データベース  <活水女子大学図書課> 

神奈川工科大学 

神奈川工科大学附属図書館オンライン目録  <神奈川工科大学附属図書館> 

神奈川歯科大学 

KDC Lib OPAC(仮称)  <神奈川歯科大学図書館> 

神奈川大学 

Kanagawa University Online Library and Academic Information System.  <神奈川大学図書館> 

学術研究業績データベース(仮称)  <神奈川大学工学部> 

金沢学院大学・短期大学 

金沢学院大学デジタルミュージアム  <> 

金沢学院大学図書館蔵書目録データベース  <金沢学院大学図書館> 

金沢工業大学 

工学の曙文庫  <金沢工業大学 ライブラリーセンター> 

書誌情報検索システム  <金沢工業大学ライブラリーセンター> 

金沢星稜大学 

OPAC  <金沢星稜大学図書館> 

鎌倉女子大学 

鎌倉女子大学図書館蔵書目録検索データベース  <鎌倉女子大学図書館> 

川村学園女子大学 

川村学園女子大学図書検索システム  <川村学園女子大学図書館> 

関西医科大学 

関西医科大学 医学画像データベースシステム  <関西医科大学大学情報センター学術部> 

関西医大消化器画像データベース  <関西医科大学 大学情報センター> 

関西医大組織画像データベース  <関西医科大学解剖学第 1講座および大学情報センター学術部> 

関西外国語大学・短期大学部 

関西外国語大学紀要論文データベース  <関西外国語大学図書館学術情報センター> 

関西外国語大学図書館オンライン目録(仮称)  <関西外国語大学図書館学術情報センター> 
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関西大学 

WWW版蔵書検索システム  <関西大学図書館> 

関西大学インターネット就職情報検索システム(Kansai University Internet Placement System)  <関西大学キャリアセン

ター> 

関西大学学術情報データベース  <関西大学学術情報データベース事務局> 

関西学院大学 

関西学院大学研究業績データベース  <関西学院大学> 

関西学院新聞  <> 

関西学院大学図書館所蔵図書資料目録  <> 

関西学院大学図書館デジタルライブラリ  <> 

関西学院大学図書館報「時計台」  <> 

関西学院と聖書  <> 

産業研究所所蔵図書・資料検索システム  <関西学院大学産業研究所> 

兵庫県漁具図解  <> 

与謝野晶子による丹羽安喜子短歌草稿への添削  <> 

神田外語大学 

異文研図書データベース(仮称)  <神田外語大学異文化コミュニケーション研究所> 

神田外語大学附属図書館蔵書目録データベース(仮称)  <神田外語大学附属図書館> 

関東学院大学 

関東学院大学紀要等データベース(仮称)  <関東学院大学> 

関東学院大学図書館蔵書目録データベース  <関東学院大学図書館> 

吉備国際大学 

吉備国際大学附属図書館所蔵資料目録(仮称)  <吉備国際大学附属図書館> 

岐阜経済大学 

岐阜経済大学図書館蔵書目録データベース  <岐阜経済大学図書館> 

岐阜聖徳学園大学・短期大学部 

岐阜聖徳学園大学 OPAC  <岐阜聖徳学園大学図書館> 

岐阜女子大学 

ウオルト・ホイットマン文献目録  <岐阜女子大学図書館> 

岐阜女子大学 刊行紀要類目録  <岐阜女子大学図書館> 

岐阜女子大学図書館 所蔵資料目録検索  <岐阜女子大学図書館> 

地域情報データベース  <岐阜女子大学デジタルミュージアム> 

九州看護福祉大学 

九州看護福祉大学 学術情報データベース(仮称)  <九州看護福祉大学附属図書館> 

九州共立大学 

図書館業務システム  <九州共立大学附属図書館> 

九州国際大学 

九州国際大学蔵書目録  <九州国際大学図書館> 
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九州産業大学 

九州産業大学図書館蔵書・書誌データベース  <九州産業大学図書館> 

九州女子大学・九州女子短期大学 

九州女子大学・九州女子短期大学附属図書館データベース管理システム  <九州女子大学・九州女子短期大学附属図書館>

九州保健福祉大学 

Phoenix-lib-Data Base(仮称)  <九州保健福祉大学 附属図書館> 

九州ルーテル学院大学 

九州ルーテル学院大学図書館所蔵目録データベース(仮称)  <図書館> 

共愛学園前橋国際大学 

共愛学園前橋国際大学図書館図書目録データベース  <> 

共愛学園前橋国際大学論集データベース(仮称)  <共愛学園前橋国際大学図書館> 

共栄大学 

図書データベース 共栄大学・共栄学園短期大学図書データベース  <共栄大学・共栄学園短期大学図書館> 

京都外国語大学 

100年前の日本と世界～「節目の年」からみる書物  <京都外国語大学付属図書館> 

Australian Literature Collection Author Index  <京都外国語大学付属図書館> 

EBSCO host  <EBSCO Publishing> 

Encyclopadia Britannica Online  <Encyclopadia Britannica> 

e-レファレンスツール  <日外アソシエーツ> 

GAIDAI BIBLOTHECA(ガイダイビブリオテカ)デジタル図書館報  <京都外国語大学付属図書館> 

Japanknowledge  <ネットアドバンス社> 

J-BISC  <国立国会図書館> 

KENKYUSHA ONLINE DICTIONARY  <研究社> 

Kyoto in the world ～世界の国々で書かれた京都～  <京都外国語大学付属図書館> 

NewsBank Newspapers-International  <NewsBank> 

Nipponalia  <京都外国語大学付属図書館> 

あの映画･あの言葉～スクリプトで外国語を学ぶために～  <京都外国語大学付属図書館> 

各都道府県別資料データベース  <京都外国語大学付属図書館> 

貴重書デジタルアーカイブ  <京都外国語大学付属図書館> 

京都外国語大学付属図書館所蔵データベース  <京都外国語大学付属図書館> 

国別にみる児童文学  <京都外国語大学付属図書館> 

『講義概要』に示された参考文献  <京都外国語大学付属図書館> 

古都の雅をもとめて-世界で読まれる京都の文学-  <京都外国語大学付属図書館> 

就職試験・資格試験問題集データベース  <京都外国語大学付属図書館> 

所蔵データベース「京都」  <京都外国語大学付属図書館> 

世界の言語資料を探る  <京都外国語大学付属図書館> 

世界の言語と国際地域研究  <京都外国語大学付属図書館> 

世界の新聞と雑誌-本学図書館から世界の動きを探る-  <京都外国語大学付属図書館> 

世界の旅を素敵なものに～旅立つ前に豊富な知識を～  <京都外国語大学付属図書館> 
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世界の美本ギャラリー  <京都外国語大学付属図書館> 

世界を感動させた作家たち  <京都外国語大学付属図書館> 

地球環境を守るために  <京都外国語大学付属図書館> 

データベース ノーベル文学賞  <京都外国語大学付属図書館> 

日外Web Service MAGAZINEPLUS  <日外アソシエーツ> 

日経テレコン 21  <日本経済新聞社> 

付属図書館データベース  <京都外国語大学付属図書館> 

聞蔵 II ビジュアル・フォーライブラリー  <朝日新聞社> 

水を考える  <京都外国語大学付属図書館> 

ラフカディオ・ハーン コレクションデータベース  <京都外国語大学付属図書館> 

論文・レポートなどを書くための資料データベース  <京都外国語大学付属図書館> 

京都学園大学 

京都学園大学図書館蔵書目録データベース  <京都学園大学図書館> 

京都光華女子大学・短期大学部 

京都光華女子大学図書館蔵書目録  <京都光華女子大学図書館> 

日本情報地質学会発行雑誌等掲載記事データベース  <日本情報地質学会編集委員会> 

日本に在る脊椎動物化石標本のデータベース  <JAFOV構築作業グループ> 

京都嵯峨芸術大学（芸術学部・短期大学部） 

京都嵯峨芸術大学付属図書館図書資料検索システム  <京都嵯峨芸術大学附属図書館> 

京都産業大学 

EZ-Cat  <京都産業大学図書館> 

京都女子大学 

京都女子大学図書館 opac  <京都女子大学・京都女子大学短期大学部図書館> 

京都造形芸術大学 

京都造形芸術大学芸術文化情報センター蔵書目録データベース  <京都造形芸術大学芸術文化情報センター> 

京都創成大学 

京都創成大学所蔵目録データベース(仮称)  <京都創成大学 メディアセンター> 

京都橘女子大学 

京都橘大学図書館蔵書目録  <京都橘大学図書館> 

京都ノートルダム女子大学 

京都ノートルダム女子大学蔵書目録データベース  <京都ノートルダム女子大学学術情報センター図書館> 

京都文教大学 

京都文教大学･京都文教短期大学蔵書目録データベース  <京都文教大学･京都文教短期大学> 

共立女子大学・短期大学 

共立女子大学図書館 蔵書目録データベース(仮称)  <> 

共立女子大学総合文化研究所紀要目次  <共立女子大学総合文化研究所> 

共立薬科大学 

共立薬科大学図書館蔵書目録  <共立薬科大学図書館> 
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杏林大学 

7th HDLA Workshop Listed by FCM  <杏林大学医学部共同研究施設フローサイトメトリー部門> 

杏林大学図書館オンライン所蔵目録  <杏林大学図書館> 

近畿大学 

BOST Lib.  <生物理工学部図書館> 

近畿大学工学部図書館所蔵図書検索(仮称)  <近畿大学工学部図書館> 

近畿大学産業理工学部図書館 図書所蔵目録  <近畿大学産業理工学部図書館> 

近畿大学中央図書館所蔵目録データベース  <近畿大学中央図書館> 

近畿大学農学部図書館所蔵目録データベース  <農学部図書館> 

知的所有権の判例データベース  <近畿大学産業・法律研究所 播磨良承,高橋秀和> 

金城学院大学 

CALIS  <金城学院大学図書館> 

金城大学 

日本のゴルフに関する研究文献データベース  <金城大学社会福祉学部> 

熊本学園大学 

熊本学園大学紀要目次データベース  <熊本学園大学図書館> 

熊本学園大学産業経営研究所資料データーベース  <熊本学園大学 付属産業経営研究所> 

熊本学園大学図書館蔵書目録データベース  <熊本学園大学図書館> 

倉敷芸術科学大学 

倉敷芸術科学大学図書館システム  <倉敷芸術科学大学図書館> 

くらしき作陽大学・作陽短期大学 

くらしき作陽大学・作陽短期大学附属図書館蔵書目録(仮称)  <くらしき作陽大学・作陽短期大学附属図書館> 

久留米大学 

久留米大学附属図書館蔵書目録(仮称)  <久留米大学附属図書館> 

呉大学 

広島文化学園(呉大学・広島文化短期大学)図書館蔵書目録データベース(仮称)  <呉大学図書館> 

敬愛大学・千葉敬愛短期大学 

敬愛大学・千葉敬愛短期大学メディアセンター蔵書検索システム  <敬愛大学・千葉敬愛短期大学メディアセンター> 

慶應義塾大学 

e-KAMO System  <慶應義塾大学湘南藤沢メディアセンター> 

KOSMOS 目録データベース  <慶應義塾大学メディアセンター> 

Treasures of Keio University  <慶應義塾大学HUMIプロジェクト> 

慶應義塾写真データベース  <慶應義塾大学> 

慶應義塾大学医学部 研究業績データベース  <慶應義塾大学 医学部> 

慶應義塾大学政策・メディア研究科学位論文検索システム  <慶應義塾大学湘南藤沢メディアセンター> 

慶應義塾大学大学院理工学研究科学位論文(博士)データベース  <慶應義塾大学大学院理工学研究科> 

慶應義塾図書館史  <慶應義塾大学三田メディアセンター> 

慶應義塾図書館所蔵貴重書データベース  <慶應義塾大学三田メディアセンター> 

慶應義塾図書館所蔵旧分類洋書目録  <慶應義塾大学三田メディアセンター> 
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慶應義塾図書館所蔵旧分類和漢書目録  <慶應義塾大学三田メディアセンター> 

慶應義塾図書館所蔵ドイツ語雑誌(経済・社会・歴史)解題  <矢野久・古賀理恵子・村田優美子> 

中国語・朝鮮語・アラビア語・ロシア語図書データベース II  <慶應義塾大学メディアセンター> 

日本石炭産業関連資料コレクション目録データベース  <慶應義塾大学三田メディアセンター> 

福澤諭吉参考文献目録  <慶應義塾大学三田メディアセンター> 

松森胤保と両羽博物図譜  <慶應義塾大学メディアセンター本部> 

敬和学園大学 

敬和学園大学  <敬和学園大学> 

敬和学園大学授業科目シラバス  <敬和学園大学> 

敬和学園大学図書館  <敬和学園大学図書館> 

敬和学園大学図書館蔵書検索システム  <敬和学園大学図書館> 

工学院大学 

工学院大学図書館蔵書目録  <工学院大学図書館> 

今和次郎コレクション  <工学院大学 図書館> 

竹内芳太郎コレクション  <工学院大学 図書館> 

ヒッチコック・コレクション  <工学院大学 図書館> 

皇學館大學 

皇學館大学附属図書館蔵書目録データベース  <皇學館大学附属図書館> 

高知工科大学 

OPAC  <高知工科大学 附属情報図書館> 

甲南女子大学 

甲南女子大学目録データベース  <甲南女子大学図書館及びメディアセンター> 

甲南大学 

甲南大学所蔵目録データベース(仮称)  <甲南大学図書館> 

神戸学院大学 

医療薬学のためのマルチメディア教材データベース  <神戸学院大学 情報処理センター> 

化学教材データベース  <神戸学院大学 薬学部> 

講義要項データベース  <神戸学院大学 教務部> 

神戸学院大学紀要目次データベース  <神戸学院大学図書館> 

人類学的資料マルチメディアデータベース  <神戸学院大学 人文学部> 

目録データベース(仮称)  <神戸学院大学図書館> 

神戸芸術工科大学 

神戸芸術工科大学図書館検索システム(仮称)  <神戸芸術工科大学図書館事務室> 

神戸松蔭女子学院大学 

神戸松蔭女子学院大学図書館 OPAC  <神戸松蔭女子学院大学図書館> 

神戸松蔭女子学院大学博士論文一覧  <神戸松蔭女子学院大学図書館> 

神戸女学院大学 

神戸女学院大学図書館蔵書目録(仮称)  <神戸女学院大学図書館> 
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神戸女子大学 

神戸女子大学紀要全文検索データベース  <神戸女子大学図書館> 

神戸女子大学古典芸能研究センター公開データベース  <> 

神戸女子大学図書館目録データベース  <神戸女子大学図書館> 

森修文庫和書目録検索データベース  <神戸女子大学図書館> 

神戸親和女子大学 

神戸親和女子大学修士論文書誌データベース  <神戸親和女子大学附属図書館> 

神戸親和女子大学附属図書館所蔵目録データベース  <神戸親和女子大学附属図書館> 

神戸山手大学 

神戸山手大学・神戸山手短期大学図書館所蔵資料データベース  <神戸山手大学・神戸山手短期大学図書館> 

高野山大学 

高野山大学所蔵図書データベース  <高野山大学図書館> 

郡山女子大学 

郡山女子大学図書館データベース(仮称)  <郡山女子大学図書館> 

國學院大學 

Archive for Religions in the Internet  <國學院大学日本文化研究所「情報化と宗教に関する研究」プロジェクト> 

国際医療福祉大学 

国際医療福祉大学図書館オンライン目録  <国際医療福祉大学図書館> 

国際基督教大学 

国際基督教大学図書館所蔵目録データベース  <国際基督教大学図書館> 

国際大学 

国際大学松下図書情報センター蔵書目録データベース  <国際大学松下図書情報センター> 

国際武道大学 

国際武道大学蔵書目録データベース(仮称)  <国際武道大学図書館> 

国士舘大学 

I-Libkiss  <図書館> 

Kiss  <国士舘大学附属図書館> 

kiss-DB  <国士館附属大学図書館> 

kiss-DIC  <国士館附属図書館> 

kiss-MA  <国士館大学附属図書館> 

国士館大学附属図書館 OPAC  <国士館大学附属図書館> 

燃焼技術・科学データベース  <DACOS作成・保守委員会> 

国立音楽大学 

音楽療法関係文献目録  <国立音楽大学音楽研究所音楽療法研究部門(屋部操)> 

貴重書目録 西洋編 1850年以前  <国立音楽大学附属図書館> 

国立音楽大学附属図書館 OPACデータベース  <国立音楽大学附属図書館> 

所蔵楽器データ  <国立音楽大学楽器学資料館> 

推薦図書データベース  <国立音楽大学附属図書館> 

ベートーヴェン初期印刷楽譜目録  <国立音楽大学音楽研究所ベートーヴェン研究部門(長谷川由美子)> 
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駒澤大学 

Komazawa University Public Access Search System  <駒澤大学図書館> 

駒澤大学研究紀要データベース  <駒澤大学図書館> 

駒澤大学古典籍(貴重書)データベース  <駒澤大学図書館> 

駒澤大学史資料データベース  <駒澤大学図書館> 

禅籍・仏書画像データベース  <駒澤大学図書館> 

埼玉学園大学 

埼玉学園大学・川口短期大学情報メディアセンター蔵書目録(OPAC)  <埼玉学園大学情報メディアセンター> 

埼玉学園大学紀要  <埼玉学園大学紀要委員会> 

埼玉工業大学 

埼玉工業大学図書館蔵書目録データベース  <埼玉工業大学図書館> 

相模女子大学 

相模女子大学附属図書館蔵書目録データベース  <相模女子大学附属図書館> 

札幌学院大学 

札幌学院大学図書館蔵書目録  <札幌学院大学図書館> 

社会・意識調査データベース  <社会・意識調査データベース作成プロジェクト> 

札幌大学 

札幌大学図書館蔵書データベース  <札幌大学図書館> 

産業能率大学 

SALIS(Sanno Library Information System)  <産業能率大学図書館、自由が丘産能短期大学図書館> 

山陽学園大学 

山陽学園大学・短期大学図書館蔵書目録データベース  <山陽学園大学・短期大学図書館> 

志學館大学 

志學館大学図書館蔵書データベース検索サービス(仮)  <志學館大学図書館> 

四国大学 

日本動物分類学データベース  <ETIJ> 

日本分類学データベース  <四国大学生物学研究室> 

静岡産業大学 

静岡産業大学図書館 OPAC  <静岡産業大学図書館> 

静岡産業大学藤枝図書館 OPAC  <静岡産業大学藤枝図書館> 

静岡文化芸術大学 

静岡文化芸術大学図書館・情報センター蔵書検索システム  <静岡文化芸術大学図書館・情報センター> 

静岡理工科大学 

静岡理工大学附属図書館所蔵目録データベース  <静岡理工科大学附属図書館> 

自治医科大学 

JID on WWW  <自治医科大学図書館> 

自治医科大学消化器一般外科データベース(仮称)  <自治医科大学消化器一般外科> 

自治医科大学精神医学教室業績目録(英文)(仮称)  <自治医科大学精神医学教室> 
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実践女子大学 

実践女子大学関係紀要目次データベース  <実践女子大学図書館> 

実践女子大学図書館所蔵目録データベース(仮称)  <実践女子大学図書館> 

実践女子大学図書館向田邦子文庫目録データベース(仮称)  <実践女子大学図書館> 

実践女子(短期)大学図書館所蔵目録データベース(仮称)  <実践女子大学・短期大学図書館> 

下田歌子データベース  <実践女子大学図書館> 

就実大学 

就実大学・就実短期大学 図書館蔵書目録  <就実大学・就実短期大学 図書館> 

秀明大学 

秀明大学図書館蔵書目録データベース  <秀明大学図書館> 

十文字学園女子大学 

十文字学園図書・情報センター図書目録データベース  <十文字学園女子大学図書・情報センター図書館> 

淑徳大学 

淑徳大学附属図書館所蔵目録データベース  <淑徳大学附属図書館千葉図書館> 

淑徳大学みずほ台図書館所蔵目録データベース  <淑徳大学みずほ台図書館> 

種智院大学 

真福寺仏画導場(文献目録)  <真福寺仏画導場代表中村凉應> 

パーリ語韻文シソーラス  <橋本 哲夫> 

尚絅学院大学 

尚絅学院大学図書館・図書視聴覚検索システム  <尚絅学院大学図書館> 

尚絅大学 

尚絅大学・尚絅短期大学 OPAC  <尚絅大学・尚絅短期大学> 

城西大学 

城西大学水田記念図書館 OPAC  <城西大学水田記念図書館> 

食品-医薬品相互作用データベース  <城西大学薬学部医療栄養学科> 

上智大学 

貴重資料 Database  <上智大学図書館> 

上智大学学術情報総合流通システム・データベース  <上智大学図書館> 

上智大学紀要データベース  <上智大学図書館> 

上智短期大学紀要データベース(仮称)  <上智短期大学教授会> 

湘南工科大学 

湘南工科大学附属図書館 OPAC  <湘南工科大学附属図書館> 

上武大学 

上武大学附属図書館 OPAC資料検索  <上武大学附属図書館及び分館> 

昭和女子大学・短期大学部 

昭和女子大学図書館総合目録データベース  <昭和女子大学図書館> 

女子栄養大学 

女子栄養大学・短期大学部(含 香川栄養専門学校)図書館LIFEシステム  <女子栄養大学・短期大学部(含 香川栄養専門学

校)図書館> 
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女子美術大学 

女子美術大学・女子美術大学短期大学部図書館 OPAC  <女子美術大学図書情報センター> 

白百合女子大学 

SHIRAYURI-LIBNET  <白百合女子大学図書館> 

仁愛大学 

仁愛大学附属図書館所蔵目録データベース  <仁愛大学附属図書館> 

杉野服飾大学・杉野服飾大学短期大学部 

1,被服材料データベース 2,被服造形データベース  <杉野服飾大学被服材料学研究室> 

椙山女学園大学 

五訂日本食品標準成分表データベース  <椙山女学園大学生活科学部 食品機能学研究室> 

椙山女学園大学蔵書目録データベース(仮称)  <椙山女学園大学図書館> 

鈴鹿医療科学大学 

OPAC データベース  <鈴鹿医療科学大学附属図書館> 

鈴鹿国際大学 

鈴鹿国際大学・大学院教員研究論文データベース(仮称)  <一色 将行> 

図書館所蔵目録  <鈴鹿国際大学附属図書館> 

駿河台大学 

駿河台大学所蔵目録データベース  <駿河台大学メディアセンター> 

聖学院大学 

聖学院大学シラバス  <聖学院大学> 

聖学院大学総合図書館蔵書目録  <聖学院大学総合図書館> 

成蹊大学 

成蹊大学図書館所蔵資料データベース  <成蹊大学図書館> 

成城大学 

蔵書書誌データベース  <成城大学図書館> 

聖心女子大学 

聖心女子大学図書館蔵書目録データベース  <聖心女子大学図書館> 

清泉女子大学 

蔵書目録データベース  <清泉女子大学附属図書館> 

大和物語鈔  <清泉女子大学附属図書館> 

聖徳大学 

聖徳大学川並記念図書館蔵書目録データベース  <聖徳大学川並記念図書館> 

聖マリアンナ医科大学 

聖マリアンナ医科大学医学情報センター蔵書目録データベース  <聖マリアンナ医科大学医学情報センター図書情報課> 

聖路加看護大学 

聖路加看護大学図書館  <聖路加看護大学> 

聖隷クリストファー大学 

聖隷クリストファー大学図書館所蔵目録データベース  <聖隷クリストファー大学図書館> 
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専修大学 

専修大学図書館情報システム  <専修大学図書館> 

千里金蘭大学 

金蘭短期大学研究誌目次一覧  <千里金蘭大学付属図書館> 

創価大学 

オンライン所蔵目録  <創価大学附属図書館> 

創価大学講義要項  <創価大学教務部> 

園田学園女子大学 

園田学園女子大学図書館データベース(仮称)  <園田学園女子大学図書館> 

日本古典演劇・近世文献目録データベース  <園田学園女子大学近松研究所> 

大正大学 

大正大学附属図書館蔵書目録  <大正大学附属図書館> 

太成学院大学 

太成学院大学目録蔵書データ  <太成学院大学図書館> 

大同工業大学 

大同工業大学図書館蔵書目録データベース  <大同工業大学図書館> 

大東文化大学 

大東文化大学図書館 古典籍目録  <大東文化大学図書館> 

大東文化大学図書館目録データベース  <大東文化大学図書館> 

高岡法科大学 

高岡法科大学蔵書目録データベース(仮称)  <高岡法科大学図書館> 

高崎商科大学 

高崎商科大学図書館蔵書目録データベース  <高崎商科大学図書館> 

高千穂大学 

高千穂大学図書館Web OPAC(仮称)  <高千穂大学図書館> 

高松大学 

高松大学蔵書目録データベース  <高松大学附属図書館> 

拓殖大学 

拓殖大学図書館蔵書目録  <拓殖大学図書館> 

玉川大学 

LVZ(仮称)  <玉川大学図書館> 

多摩大学 

多摩大学 メディア&インフォメーション・センター図書館所蔵目録  <多摩大学 メディア&インフォメーション・センター> 

多摩美術大学 

多摩美術大学図書館蔵書データベース(仮称)  <多摩美術大学図書館> 

筑紫女学園大学 

筑紫女学園大学･短期大学部附属図書館蔵書目録データベース  <筑紫女学園大学･短期大学部附属図書館> 

千葉商科大学 

千葉商科大学付属図書館データベース(仮称)  <千葉商科大学付属図書館> 
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中央学院大学 

中央学院大学図書館蔵書データベース  <中央学院大学図書館> 

中央大学 

中央大学オンライン情報システム  <中央大学図書館および研究所> 

比較法雑誌所収記事データベース  <中央大学法学部文献情報センター> 

中京学院大学 

中京学院大学総合メディアセンター蔵書目録データベース  <総合メディアセンター> 

中京大学 

外部データベース(学術研究関係)  <中京大学図書館> 

中京大学図書館オンラインネットワークシステム  <中京大学図書館> 

中京大学図書館蔵書データベース  <中京大学図書館> 

「中京法学」「法学研究論集」データベース(仮称)  <中京大学法学会> 

中部大学 

中部大学附属三浦記念図書館所蔵目録データベース  <中部大学 附属三浦記念図書館> 

筑波学院大学 

筑波女子大学紀要全文データベース・筑波学院大学紀要全文データベース  <東京家政学院筑波女子大学附属図書館> 

津田塾大学 

津田塾大学図書館情報データベース  <津田塾大学図書館> 

鶴見大学・短期大学部 

図書雑誌所蔵情報  <鶴見大学図書館> 

帝京科学大学 

帝京科学大学附属図書館 OPAC  <帝京科学大学附属図書館> 

動物行動映像データベース  <MOMO委員会> 

帝京大学 

帝京大学医学図書館 OPAC  <帝京大学医学図書館> 

帝京大学図書館蔵書目録  <帝京大学図書館> 

帝京大学薬学部図書館 OPAC  <帝京大学薬学部図書館> 

帝京大学理工学部図書館蔵書目録  <帝京大学理工学部図書館> 

帝塚山学院大学 

帝塚山学院大学 図書館蔵書データベース  <帝塚山学院大学図書館> 

帝塚山大学 

「宗門改帳(しゅうもんあらためちょう)」古文書画像データベース及び「過去帳(かこちょう)」データベース  <江戸時代における人

口分析システム構築委員会> 

帝塚山大学図書館・蔵書目録データベース(仮称)  <帝塚山大学図書館> 

天使大学 

天使大学図書館蔵書目録データベース  <天使大学図書館> 

天理大学 

天理図書館所蔵目録データベース  <天理大学附属天理図書館> 
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桐蔭横浜大学 

桐蔭学園図書館総合目録データベース  <桐蔭横浜大学大学情報センター(図書館)> 

東海学園大学 

図書館資料検索  <東海学園大学図書館> 

東海女子大学 

東海女子大学,東海女子短期大学附属図書館所蔵資料データベース(仮称)  <東海女子大学,東海女子短期大学附属図書

館> 

東海大学 

東海大学付属図書館所蔵目録データベース  <東海大学付属図書館、東海大学短期大学部静岡図書館、東海大学福岡短期

大学メディア情報センター図書館> 

東京医科大学 

東京医科大学図書館データベース(仮称)  <東京医科大学図書館> 

東京医療保健大学 

東京医療保健大学蔵書目録データベース  <東京医療保健大学図書館> 

東京家政学院大学 

東京家政学院大学蔵書目録データベース(仮称)  <東京家政学院大学附属図書館> 

東京家政大学 

東京家政大学図書館蔵書検索データベース(仮称)  <東京家政大学図書館> 

東京経済大学 

東京経済大学図書館目録データベース  <東京経済大学図書館> 

東京工芸大学 

東京工芸大学図書館蔵書データベース  <東京工芸大学中央図書館> 

東京工芸大学図書館洋雑誌目録  <東京工芸大学中央図書館> 

東京工芸大学図書館和雑誌目録  <東京工芸大学中央図書館> 

東京国際大学 

東京国際大学図書館資料検索システム  <東京国際大学図書館事務部> 

東京歯科大学 

歯科学報総索引  <東京歯科大学学会> 

東京歯科大学研究年報  <東京歯科大学研究部> 

東京歯科大学図書館蔵書データベース  <東京歯科大学図書館> 

東京慈恵会医科大学 

東京慈恵会医科大学学術情報センター図書館所蔵検索(仮称)  <東京慈恵会医科大学学術情報センター> 

東京慈恵会医科大学研究業績検索(仮称)  <東京慈恵会医科大学学術情報センター> 

東京慈恵会医科大学慈恵医大誌・JMJフルテキスト(仮称)  <東京慈恵会医科大学学術情報センター> 

東京純心女子大学 

東京純心女子大学図書館所蔵目録(仮称)  <東京純心女子大学図書館> 

東京情報大学 

東京情報大学学術雑誌  <東京情報大学情報サービスセンター> 

東京情報大学情報サービスセンター蔵書検索システム  <東京情報大学情報サービスセンター> 
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東京女子医科大学 

当館所蔵目録(OPAC)  <東京女子医科大学図書館> 

東京女子大学 

東京女子大学図書館蔵書データベース  <東京女子大学図書館> 

東京成徳大学 

子育てと健全成育情報を提供するHP(大学院の研究室から子育て支援)  <東京成徳大学大学院心理・教育相談センター> 

東京成徳大学人文学部図書館蔵書目録データベース  <東京成徳大学人文学部図書館> 

東京電機大学 

図書所蔵目録  <東京電機大学・総合メディアセンター> 

東京農業大学 

暦情報データベース  <竹下幸一> 

東京農業大学学術情報センター所蔵目録データベース  <> 

日食図・日食計算データベース  <竹下幸一> 

東京福祉大学 

図書館所蔵目録  <東京福祉大学附属茶屋四郎次郎記念図書館> 

東京富士大学 

東京富士大学図書館所蔵目録(仮称)  <東京富士大学メディアセンター図書課> 

東京薬科大学 

3次元医薬品構造データベース(3D Pharmaceutical Structure Database)  <東京薬科大学薬学部第二薬化学教室> 

所蔵目録データベース  <東京薬科大学情報センター> 

東京理科大学 

ガーダマー邦語二次文献  <巻田 悦郎> 

適応外使用医薬品データベース  <社会・情報薬学研究室> 

電気化学と常温型溶融塩固体化学データベース  <> 

東京理科大学乱流 DNS データベース(仮称)  <東京理科大学理工学部機械工学科(計算科学フロンティア研究センター)河村

研究室> 

同志社大学 

オリジナルホームページ  <同志社大学歴史資料館> 

新町北別館地点の調査概要  <同志社大学歴史資料館> 

(1)展示資料  <同志社大学歴史資料館> 

同志社大学学術資料電子化公開システム  <> 

同志社大学総合情報センター デジタル・アーカイブ  <> 

同志社大学遺跡地理情報システム(GIS)  <同志社大学歴史資料館> 

同志社大学・同志社女子大学 所蔵目録データベース  <同志社女子大学図書・情報センター> 

新島遺品庫公開システム  <> 

(2)民俗・民族資料  <同志社大学歴史資料館> 

道都大学 

道都大学図書データベース  <道都大学附属図書情報館> 
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東邦学園大学 

東邦学園大学図書館所蔵目録  <東邦学園大学図書館> 

同朋学園（同朋大学・名古屋音楽大学） 

仏教文化研究所調査寺院収蔵資料データベース  <仏教文化研究所> 

東邦大学 

Department Tour(仮称)  <山村 重雄> 

東邦大学習志野メディアセンター OPAC  <東邦大学習志野メディアセンター> 

目録所蔵データベース(仮称)  <東邦大学医学メディアセンター> 

東北学院大学 

東北学院大学図書館 資料検索システム  <東北学院大学図書館> 

東北芸術工科大学 

東北芸術工科大学所蔵図書データベース  <東北芸術工科大学図書館> 

東北公益文科大学 

東北公益文科大学メディアセンター所蔵目録データベース  <東北公益文科大学メディアセンター> 

東北工業大学 

東北工業大学附属図書館蔵書データベース  <東北工業大学附属図書館> 

東北福祉大学 

東北福祉大学図書館社会福祉資料所蔵リスト  <東北福祉大学図書館> 

東北福祉大学図書館蔵書目録データベース  <東北福祉大学図書館> 

東北薬科大学 

東北薬科大学附属図書館蔵書検索(OPAC)  <東北薬科大学附属図書館> 

東洋英和女学院大学 

東洋英和女学院大学シラバス検索  <東洋英和女学院大学> 

東洋英和女学院大学図書館蔵書検索(OPAC)  <東洋英和女学院大学図書館> 

東洋学園大学・東洋女子短期大学 

OPAC  <東洋学園大学図書館> 

東洋大学 

アジア地域情報総合検索サイト  <東洋大学アジア文化研究所アジア地域研究センター> 

東洋大学附属図書館情報システム所蔵目録データベース  <東洋大学附属図書館> 

常磐大学 

常磐大学情報メディアセンター蔵書データベース  <常磐大学情報メディアセンター> 

徳島文理大学 

村崎凡人記念図書館オンライン目録検索(仮称)  <図書館(徳島校)> 

リサーチ アンド メディア ライブラリー オンライン目録検索(仮称)  <図書館(香川校)> 

徳山大学 

徳山大学図書館所蔵目録  <徳山大学図書館> 

獨協大学 

獨協大学図書館蔵書データベース  <獨協大学図書館> 



 － 180 －

鳥取環境大学 

鳥取環境大学 情報メディアセンター 所蔵目録データベース(仮称)  <鳥取環境大学 情報メディアセンター> 

苫小牧駒澤大学 

苫小牧駒澤大学蔵書検索サービス  <苫小牧駒澤大学図書館情報センター> 

富山国際大学 

富山国際大学図書館蔵書目録データベース  <富山国際大学図書館> 

豊橋創造大学 

豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部附属図書館蔵書検索システム(仮称)  <豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部附

属図書館> 

長岡造形大学 

長岡造形大学附属図書館データベース  <長岡造形大学附属図書館> 

長崎ウエスレヤン大学 

長崎ウエスレヤン大学蔵書目録データベース  <長崎ウエスレヤン大学附属図書館> 

長崎外国語大学・長崎外国語短期大学 

蔵書目録(仮称)  <教育研究メディアセンター> 

長崎国際大学 

長崎国際大学図書館蔵書目録データベース(仮称)  <長崎国際大学図書館> 

長崎短期大学図書館蔵書目録データベース(仮称)  <長崎国際大学図書館> 

長浜バイオ大学 

FAMSBASE  <長浜バイオ大学バイオサイエンス学部特別客員教授郷通子,北里大学薬学部教授梅山秀明> 

Het-PDB Navi  <長浜バイオ大学バイオサイエンス学部特別客員教授郷通子> 

中村学園大学 

貝原益軒アーカイブ  <中村学園大学図書館> 

管理栄養士国家試験問題集  <中村学園大学栄養科学科> 

食は医なり  <中村学園大学図書館> 

中村学園大学目録検索  <中村学園大学図書館> 

名古屋経済大学 

所蔵目録データベース(仮称)  <図書館> 

所蔵目録データベース(仮称)  <図書館> 

名古屋産業大学・名古屋経営短期大学 

名古屋産業大学・名古屋経営短期大学図書館蔵書目録  <名古屋産業大学・名古屋経営短期大学図書館> 

名古屋商科大学 

名古屋商科大学 図書館情報システム  <名古屋商科大学中央情報センター> 

奈良産業大学 

奈良産業大学図書館インターネット OPAC  <奈良産業大学図書館> 

奈良大学 

奈良大学学術文献情報データベース  <奈良大学図書館> 

南山大学 

Japanese Journal of Religious Studies  <南山宗教文化研究所> 
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研究業績システム  <教育・研究支援事務室> 

南山大学書誌・所蔵データベース  <南山大学図書館> 

新潟経営大学 

新潟経営大学図書館蔵書データベース  <新潟経営大学図書館> 

新潟工科大学 

新潟工科大学図書・雑誌データベース(仮称)  <新潟工科大学附属図書館> 

新潟国際情報大学 

新潟国際情報大学 情報センター(図書館)  <新潟国際情報大学情報センター> 

新潟国際情報大学 情報センター(図書館)蔵書検索(OPAC)  <新潟国際情報大学情報センター> 

新潟青陵大学・短期大学部 

新潟青陵大学・新潟青陵短期大学部図書館WebOPAC  <新潟青陵大学図書館> 

西九州大学 

西九州大学図書目録データベース  <西九州附属大学図書館> 

西日本工業大学 

西日本工業大学図書館蔵書目録データベース(仮称)  <西日本工業大学図書館> 

二松学舎大学 

日本漢文文献目録データベース  <二松学舎大学 21世紀 COEプログラム> 

日本医科大学 

雑誌タイトルデータベース  <日本医科大学中央図書館> 

雑誌特集記事データベース  <日本医科大学中央図書館> 

日本医科大学図書館 所蔵検索サービス  <日本医科大学中央図書館> 

日本医科大学図書館 図書・製本雑誌目録データベース  <日本医科大学中央図書館> 

日本工業大学 

日本工業大学図書館所蔵目録  <日本工業大学図書館> 

日本社会事業大学 

雑誌・紀要等掲載論文データベース  <日本社会事業大学図書館> 

卒業論文データベース  <日本社会事業大学図書館> 

日本女子体育大学 

日本女子体育大学附属図書館蔵書目録  <日本女子体育大学附属図書館> 

日本女子大学 

日本女子大学図書館所蔵目録  <日本女子大学図書館> 

日本赤十字九州国際看護大学 

所蔵資料目録データベース  <日本赤十字九州国際看護大学図書館> 

日本大学 

サルの定位的 MRI 脳地図データベース  <日本大学医学部・応用システム神経科学(第一生理),自然科学研究機構生理学研

究所> 

日本大学経済学部図書館蔵書目録データベース  <日本大学経済学部図書館> 

日本大学工学部図書館所蔵目録データベース  <日本大学工学部図書館> 

日本大学国際関係学部図書館図書目録データベース  <日本大学国際関係学部図書館> 
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日本大学商学部図書館目録データベース  <日本大学商学部図書館> 

日本大学生産工学部図書館蔵書目録データベース  <日本大学生産工学部図書館> 

日本大学法学部図書館所蔵目録データベース  <日本大学法学部図書館> 

日本福祉大学 

日本福祉大学図書所蔵データベース  <日本福祉大学付属図書館> 

日本文理大学 

NBU総合図書館情報システム(Nippon Bunri University Information Control Expert System)  <日本文理大学図書

館> 

人間環境大学 

人間環境大学蔵書目録データベース  <人間環境大学附属図書館> 

ノートルダム清心女子大学 

ノートルダム清心女子大学附属図書館蔵書目録データベース  <> 

梅花女子大学・短期大学部 

梅花女子大学図書館 蔵書目録  <梅花女子大学図書館> 

羽衣国際大学・羽衣学園短期大学 

羽衣国際大学図書館所在データベース  <羽衣国際大学 学術情報センター> 

八戸工業大学 

MATERIALS OBJECT-ORIENTED DATABASE  <小野陽> 

八戸工業大学図書館蔵書目録検索データベース  <八戸工業大学図書館・情報事務室> 

八戸大学 

八戸大学・八戸短期大学図書館蔵書目録データベース(仮称)  <八戸大学・八戸短期大学図書館> 

花園大学 

禅学総合資料庫ー電子達磨#2  <花園大学国際禅学研究所> 

花園大学 Z39.50検索システム  <花園大学情報センター(図書館)> 

浜松大学 

浜松大学附属図書館蔵書目録 OPAC  <浜松大学附属図書館> 

阪南大学 

阪南大学図書館所蔵目録データベース  <阪南大学図書館> 

阪南論集目録データベース  <阪南大学学会> 

東日本国際大学・いわき短期大学 

東日本国際大学昌平図書館所蔵目録データベース  <東日本国際大学昌平図書館> 

比治山大学 

比治山大学図書館所蔵目録データベース  <比治山大学図書館> 

比治山大学図書館蔵書目録データベース  <比治山大学図書館> 

三島由紀夫文庫目録データ  <比治山大学図書館> 

姫路獨協大学 

姫路獨協大学図書館蔵書目録データベース(仮称)  <> 

兵庫医科大学 

皮膚科疾患名リスト  <兵庫医科大学皮膚科学教室> 
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兵庫大学 

有限束データベース  <田中正彦> 

広島経済大学 

広島経済大学図書館所蔵 図書・雑誌目録データベース  <広島経済大学図書館> 

広島国際学院大学 

広島国際学院大学附属図書館蔵書データベース  <広島国際学院大学附属図書館> 

広島国際大学 

核図表データベース  <広島国際大学保健医療学部> 

広島国際大学図書館 目録データベース  <広島国際大学図書館> 

広島修道大学 

広島修道大学図書館蔵書検索  <広島修道大学図書館・総合研究所> 

広島女学院大学 

広島女学院大学蔵書目録データベース  <> 

フェリス女学院大学 

フェリス女学院大学附属図書館蔵書検索システム  <フェリス女学院大学附属図書館> 

福井工業大学 

福井工業大学蔵書目録データベース  <福井工業大学図書館> 

福岡工業大学 

福岡工業大学・福岡工業大学短期大学部附属図書館所蔵目録データベース  <福岡工業大学・福岡工業大学短期大学部附

属図書館> 

福岡女学院大学 

福岡女学院大学図書館蔵書目録データベース(OPAC)  <福岡女学院大学図書館> 

福岡大学 

W･モリスのケルムスコット・プレス  <福岡大学図書館> 

オリンピック関係図書コレクション  <福岡大学図書館> 

九州の出版文化  <福岡大学図書館> 

グリム兄弟コレクション  <福岡大学図書館> 

グリム童話集第 2版データベース  <永田善久・福岡大学図書館> 

筑豊の炭鉱札-松本一郎コレクション-  <福岡大学図書館> 

福岡大学医学紀要  <福岡大学研究推進部研究支援課> 

福岡大学研究者情報  <福岡大学研究推進部> 

福岡大学図書館総合目録データベース  <福岡大学図書館> 

福岡大学図書館ローマ法大全画像データベース  <福岡大学図書館> 

福岡大学図書館ローマ法大全ゲバウェル&シュパンゲンベルク版「学説類集」画像データベース  <福岡大学図書館> 

福岡大学図書館ローマ法大全ゲバウエル&シュパンゲンベルク版「新勅法類集」画像データベース  <福岡大学図書館> 

福岡大学図書館ローマ法大全ゲバウエル&シュパンゲンベルク版「勅法類集」画像データベース  <福岡大学図書館> 

福岡大学図書館ローマ法大全ゲバウェル&シュパンゲンベルク版「法学提要」画像データベース  <福岡大学図書館> 

ローマ法大全とその周辺  <福岡大学図書館> 

和本の美  <福岡大学図書館> 
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藤女子大学 

藤女子大学図書館データベース  <藤女子大学図書館> 

藤田保健衛生大学 

藤田保健衛生大学医学部脳外科ホームページ  <早川 基治> 

富士常葉大学 

富士常葉大学附属図書館蔵書目録データベース  <富士常葉大学附属図書館> 

佛教大学 

逐次刊行物目録  <佛教大学図書館浄土宗文献室> 

佛教大学所蔵目録(仮称)  <佛教大学図書館> 

文化女子大学 

文化女子大学図書館 OPAC資料検索  <文化女子大学図書館> 

文化女子大学図書館(文化学園図書館)貴重書画像データベース  <文化女子大学図書館> 

文京学院大学 

文京学院大学・短期大学本郷図書館所蔵目録(仮称)  <文京学院大学・短期大学本郷図書館> 

文京学院大学紀要掲載論文データベース(仮称)  <文京学院大学 ふじみ野図書館> 

文京学院大学ふじみ野図書館所蔵目録(仮称)  <文京学院大学ふじみ野図書館> 

文教大学 

文教大学 越谷図書館所蔵情報データベース  <文教大学 越谷図書館> 

文教大学 湘南図書館所蔵情報データベース  <文教大学 湘南図書館> 

平安女学院大学 

平安女学院大学情報メディアセンター(高槻キャンパス)蔵書目録データベース(仮称)  <平安女学院大学情報メディアセンター

課> 

平成国際大学 

平成国際大学附属図書館蔵書目録データベース(仮称)  <平成国際大学附属図書館> 

別府大学 

別府大学附属図書館蔵書目録  <別府大学附属図書館> 

法政大学 

法政大学大原社会問題研究所 電子図書館・資料館  <法政大学大原社会問題研究所> 

法政大学学術研究データベース  <法政大学研究開発センター> 

法政大学図書館目録データベース  <法政大学図書館> 

労働問題文献データベース  <法政大学大原社会問題研究所> 

北星学園大学・短期大学部 

北星学園大学図書館目録データベース  <北星学園大学図書館> 

北陸大学 

北陸大学ライブラリーセンター蔵書目録データベース  <北陸大学ライブラリーセンター> 

星薬科大学 

星薬科大学図書館蔵書目録データベース(仮称)  <星薬科大学図書館> 

北海学園大学 

北海学園大学図書館データベース(仮称)  <北海学園大学図書館> 
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北海道医療大学 

北海道医療大学総合図書館蔵書データベース  <北海道医療大学総合図書館> 

北海道工業大学 

北海道工業大学図書館所蔵目録(仮称)  <北海道工業大学図書課> 

北海道東海大学 

北海道東海大学付属図書館所蔵資料データベース(仮称)  <北海道東海大学付属図書館 中央図書館> 

北海道東海大学付属図書館松前記念図書館所蔵資料データベース(仮称)  <北海道東海大学付属図書館松前記念図書館>

北海道文教大学 

北海道文教大学鶴岡記念図書館蔵書目録データベース  <北海道文教大学鶴岡記念図書館> 

松本歯科大学 

松本歯科大学図書館蔵書・書誌データベース  <松本歯科大学図書館> 

松本大学 

松本大学図書館所蔵資料検索システム  <松本大学図書館> 

松山東雲女子大学 

松山東雲女子大学・松山東雲短期大学図書館所蔵目録データベース  <松山東雲女子大学・松山東雲短期大学図書館> 

松山大学・松山短期大学 

松山大学図書館情報システム  <松山大学図書館> 

三重中京大学 

三重中京大学図書館蔵書目録データベース  <三重中京大学図書館> 

宮城学院女子大学 

宮城学院女子大学図書館蔵書データベース  <宮城学院女子大学図書館> 

宮崎国際大学 

生涯学習情報サービス・データベース(仮称)  <宮崎女子短期大学 生涯学習推進委員会> 

宮崎学園図書館所蔵資料データベース  <宮崎国際大学、宮崎女子短期大学> 

武庫川女子大学 

武庫川女子大学附属図書館所蔵目録データベース  <武庫川女子大学附属図書館> 

武蔵大学 

Library Information System of Musashi Univ.  <図書館研究情報センター> 

武蔵野大学 

武蔵野大学図書館蔵書目録  <武蔵野大学図書館> 

武蔵野美術大学 

武蔵野美術大学美術資料図書館蔵書目録  <武蔵野美術大学美術資料図書館> 

名桜大学 

名桜大学附属図書館所蔵資料目録(opac)  <名桜大学附属図書館> 

明治学院大学 

明治学院大学図書館所蔵書誌情報データベース  <明治学院大学図書館> 

和英語林集成 デジタル・アーカイブス  <明治学院大学図書館> 

明治大学 

専任教員データベース  <学校法人明治大学 自己点検・評価基本委員会> 
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明治大学シラバスデータベース(理工学部、政経学部、文学部)  <明治大学 教務事務部教務課> 

明治薬科大学 

明治薬科大学 シラバスデータベース  <明治薬科大学 学生支援グループ> 

明治薬科大学図書館蔵書目録データベース  <明治薬科大学図書・情報支援グループ> 

名城大学 

CALIS(仮称)  <名城大学附属図書館> 

明星大学 

明星大学青梅校図書館所蔵目録  <明星大学青梅校図書館> 

明星大学図書館所蔵目録  <明星大学図書館> 

桃山学院大学 

桃山学院大学附属図書館蔵書目録データベース  <桃山学院大学附属図書館> 

盛岡大学 

盛岡大学図書館蔵書目録データベース  <盛岡大学図書館> 

山梨英和大学 

山梨英和大学附属図書館蔵書検索(www-OPAC)  <山梨英和大学附属図書館> 

山梨学院大学 

山梨学院総合図書館資料検索システム  <山梨学院総合図書館> 

横浜商科大学 

就職情報システム(仮称)  <横浜商科大学就職指導室> 

横浜商科大学図書情報データベース(仮称)  <横浜商科大学図書館> 

四日市大学 

四日市大学情報センター所蔵目録(仮称)  <四日市大学情報センター> 

酪農学園大学・酪農学園大学短期大学部 

酪農学園大学・酪農学園大学短期大学部附属図書館目録データベース  <酪農学園大学・酪農学園大学短期大学部附属図

書館> 

立教大学 

立教大学図書館学術情報データベース  <立教大学図書館> 

立正大学 

立正大学蔵書目録  <立正大学情報メディアセンター 学術情報サービス課> 

立命館アジア太平洋大学 

立命館アジア太平洋大学研究者データベース  <> 

立命館大学 

GHQ/SCAP文書データベース  <立命館大学人文科学研究所 GHQ/SCAP文書研究会> 

ゲームアーカイブタイトルリスト  <ゲームアーカイブ・プロジェクト> 

先端総合学術研究科データベース  <立命館大学先端総合学術研究科> 

図書内容情報″BOOK″データベース  <日外アソシエーツ(株)> 

パリ講和会議資料データベース  <パリ講和会議資料データベース作成委員会> 

立命館学術情報システム  <立命館大学図書館> 

立命館大学研究者学術情報データベース  <立命館大学人文社会リサーチオフィス> 
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立命館大学法学部知識ベースサーバ  <立命館大学法学部・法学会> 

龍谷大学 

1)Jacob u.Wilhelm Grimm の“Kinder- und Hausmaerchen"と“Deutsche Sagen"のテクスト・データベース 2)検索システ

ム TEDDY  <龍谷大学社会科学研究所 Grimmグループ(中山淳子・山田善久(岐阜経済大学)> 

貴重書画像データベース  <古典籍デジタルアーカイブ研究センター> 

仏教東漸～大谷探検隊収集資料  <古典籍デジタルアーカイブ研究センター> 

龍谷大学古典籍情報システム  <古典籍デジタルアーカイブ研究センター> 

龍谷大学社会科学研究所 統計・調査資料検索システム  <龍谷大学社会科学研究所> 

龍谷大学社史・団体史・産業史データベース  <龍谷大学深草図書館> 

龍谷大学蔵書検索システム  <龍谷大学学術情報センター> 

和漢古典籍目録検索システム  <龍谷大学 大宮図書館課> 

流通経済大学 

流通経済大学図書館目録データベース  <流通経済大学図書館> 

ルーテル学院大学 

ルーテル学院大学図書館 OPAC  <ルーテル学院大学図書館> 

麗澤大学 

麗澤大学図書館 OPAC  <麗澤大学図書館> 

和光大学 

和光大学附属梅根記念図書館所蔵目録データベース  <和光大学附属梅根記念図書館> 

早稲田大学 

AV資料データベース  <早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ室> 

浮世絵閲覧システム  <早稲田大学 坪内博士記念演劇博物館 デジタル・アーカイブ室> 

Waseda University Library Catalog  <早稲田大学図書館> 

アイヌ民族の文化ー土佐林コレクションの世界一  <早稲田大学會津八一記念博物館> 

アジア歴史文化マルチメディア・データベース  <文学部情報化検討委員会 柳澤作業部会> 

市川雅ダンスコレクション  <早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ室> 

映画写真データベース  <早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ室> 

『鎌倉遺文』未収録文書目録データベース  <鎌倉遺文研究会> 

貴重書画像  <早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ室> 

九州地区劇団占領期 GHQ 検閲台本(ダイザー・コレクション)  <早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイ

ブ室> 

近世儒学データベース  <土田健次郎> 

研究者データベース  <早稲田大学研究推進部> 

現代演劇上演記録データベース  <早稲田大学 坪内博士記念演劇博物館 演劇博物館> 

現代に生きる四国遍路道  <道空間研究所(早稲田大学文学部)> 

建築生産文献データベース  <早稲田大学理工学部建築学科嘉納研究室> 

高等教育研究データベース  <早稲田大学文学部教育学教育作業部会> 

雑誌データベース  <早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ室> 

雑誌『能楽』記事索引データベース  <早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ室> 
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宗教民俗学資料データベース  <田島照久> 

「心理学関連教材・資料」  <木村 裕,飯田成敏,長野祐一郎,藤沢弘美子> 

大学・教育学部ウェブサイトデータベース  <早稲田大学文学部教育学教育作業部会> 

中国図書目録データベース  <> 

デジタルコンテンツアーカイブ  <早稲田大学図書館> 

俳諧関係資料データベース  <俳諧関係資料の会(代表 雲英末雄)> 

舞台写真データベース  <演劇博物館 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ室> 

古鏡の世界一會津八一コレクション銅鏡データベース  <早稲田大学會津八一記念博物館> 

ふれあいサイエンス 2000「速く走るための動きを科学的に解析してみませんか」  <鈴木秀次> 

模倣製作埴輪データベース  <早稲田大学 會津八一記念博物館> 

早稲田大学會津コレクション  <早稲田大学文学部> 

早稲田大学 會津八一記念博物館収蔵資料データベース  <早稲田大学會津八一記念博物館> 

早稲田大学會津八一コレクション明器データベース  <早稲田大学會津八一記念博物館> 

早稲田大学 會津八一の書 データベース検索  <早稲田大学 會津八一記念博物館> 

早稲田大学アルフレッド・シュッツ文庫データベース  <早稲田大学那須研究室内早稲田大学シュッツ文庫> 

早稲田大学アルフレッド・シュッツ文庫データベース  <早稲田大学那須研究室内早稲田大学シュッツ文庫> 

早稲田大学 大泊研究室発表論文一覧(仮称)  <大泊研究室> 

早稲田大学 加藤諄手拓収集 日本金石拓本コレクション  <早稲田大学 會津八一記念博物館> 

早稲田大学所蔵近代美術データベース  <早稲田大学會津八一記念博物館> 

早稲田大学シルクロード調査隊  <早稲田大学> 

早稲田大学蔵古書古文書等解題データベース  <アジア歴史文化研究所> 

早稲田大学蔵古典籍目録データベース(「三条西家懐紙」)  <早稲田大学文学部情報化検討委員会・早稲田大学蔵古典籍目

録データベース構築作業部会> 

早稲田大学蔵古典籍目録データベース(「倭名類聚鈔」)  <早稲田大学文学部情報化検討委員会・早稲田大学蔵古典籍目録

データベース構学作業部会> 

早稲田大学大学史資料センター所蔵資料目録データベース  <早稲田大学大学史資料センター> 

早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジタル・アーカイブ・コレクション  <早稲田大学 坪内博士記念 演劇博物館 デジ

タル・アーカイブ室> 

早稲田大学図書館蔵中国刊行モンゴル文文献目録  <早稲田大学モンゴル研究所> 

早稲田大学文学部長江流域調査隊  <早稲田大学文学部> 

稚内北星学園大学 

稚内北星学園大学紀要  <稚内北星学園大学紀要編集委員会> 

和洋女子大学 

和洋女子大学メディアセンター蔵書目録  <和洋女子大学メディアセンター> 
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情報検索サービス機関名 

データベースの正式名称 <データベースの作成者> 

《大学共同利用機関》 

高エネルギー加速器研究機構 

KISS for Books and Journals  <大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 総務部 総務課 図書係> 

KISS for Preprints  <大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 総務部 総務課 図書係> 

Photon Factory Publication Database  <大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 放射光科学研究施設>

Photon Factory 学位論文データベース  <大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 放射光科学研究施設> 

π-中間子光発生データ・バンク  <鵜飼熊太郎、中村輝男> 

国際日本文化研究センター 

Japan Review データベース  <国際日本文化研究センター> 

艶本資料  <国際日本文化研究センター> 

絵巻物データベース  <国際日本文化研究センター> 

於竹大日如来縁起絵巻  <国際日本文化研究センター> 

怪異・妖怪絵姿データベース  <国際日本文化研究センター> 

怪異・妖怪伝承データベース  <怪異伝承データベース作成委員会(委員長・小松 和彦)> 

外像データベース  <国際日本文化研究センター> 

家族史・人口史文献目録データベース  <国際日本文化研究センター> 

貴重書  <国際日本文化研究センター> 

近世畸人伝(正・続)  <国際日本文化研究センター> 

近世風俗図会データベース  <国際日本文化研究センター> 

研究集会データベース  <国際日本文化研究センター> 

考古学 GISデータベース  <国際日本文化研究センター> 

在外日本美術データベース  <海外日本美術情報データベースプロジェクト> 

執筆者一覧データベース  <国際日本文化研究センター> 

所蔵図書データベース  <国際日本文化研究センター> 

図録米欧回覧実記  <国際日本文化研究センター> 

西洋医学史古典文献データベース(野間文庫データベース)  <国際日本文化研究センター> 

宗田文庫図版資料データベース  <国際日本文化研究センター> 

ちりめん本データベース  <国際日本文化研究センター> 

長崎古地図データベース  <国際日本文化研究センター> 

奈良絵本データベース  <国際日本文化研究センター> 

錦絵観音霊験記の世界  <国際日本文化研究センター基礎領域研究「寺院参詣資料の研究」> 

日文研フォーラムデータベース  <国際日本文化研究センター> 

日本関係欧文図書目録データベース  <国際日本文化研究センター> 

日本研究機関データベース  <国際日本文化研究センター> 

日本研究データベース  <国際日本文化研究センター> 

俳諧データベース  <国際日本文化研究センター> 
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古写真データベース  <国際日本文化研究センター> 

平安京都名所図会データベース  <国際日本文化研究センター> 

平安人物志短冊帖  <国際日本文化研究センター> 

平安人物志  <国際日本文化研究センター> 

米国議会図書館所蔵浮世絵データベース  <国際日本文化研究センター> 

都年中行事画帖  <国際日本文化研究センター> 

民事判決原本データベース  <民事判決原本データベース作成協議会 会長 合庭 惇> 

歴史的空間情報  <国際日本文化研究センター 日本都市図データベース作成グループ> 

連歌データベース  <国際日本文化研究センター> 

和歌データベース  <国際日本文化研究センター> 

国文学研究資料館 

吾妻鏡データベース  <国文学研究資料館> 

伊豆韮山江川家文書データベース  <国文学研究資料館史料館> 

絵入り源氏物語データベース  <国文学研究資料館> 

館蔵和古書画像データベース  <国文学研究資料館> 

近代文献情報データベース  <国文学研究資料館> 

コーニツキー版 欧州所在日本古書総合目録  <国文学研究資料館> 

国書基本データベース(著作編)  <国文学研究資料館> 

国文学論文目録データベース  <国文学研究資料館> 

古事類苑データベース  <国文学研究資料館> 

古筆切所収情報データベース  <久保木秀夫> 

実業史絵画データベース  <国文学研究資料館史料館> 

収蔵アーカイブズ情報データベース  <国文学研究資料館史料館> 

史料情報共有化データベース  <国文学研究資料館史料館> 

「史料所在情報・検索」システム  <国文学研究資料館史料館> 

新奈良絵本画像データベース  <国文学研究資料館> 

図書・雑誌所蔵目録(OPAC)  <国文学研究資料館> 

二十一代集データベース  <国文学研究資料館> 

日本古典資料調査データベース  <国文学研究資料館> 

日本古典文学本文データベース  <日本古典文学本文データベースグループ> 

古典籍総合目録データベース  <国文学研究資料館> 

マイクロ資料・和古書目録データベース  <国文学研究資料館> 

歴史人物画像データベース  <国文学研究資料館> 

国立遺伝学研究所 

Ancient Genome Ensyclopedia(古代 DNAデータベース)  <国立遺伝学研究所集団遺伝研究部門 斎藤成也(代表)> 

DNA Data Bank of Japan  <国立遺伝学研究所生命情報・DDBJ研究センター> 

GTOP(Genome TO Protein structure and function)  <西川 建> 

Review Articles in Molecular Bioscieuces  <RAMBIOS刊行会> 
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WFCC-MIRCEN World Data Centre for Microorganisms  <国立遺伝学研究所生命情報・DDBJ研究センター データ

ベース運用開発研究室> 

遺伝資源情報データベース(仮称)  <国立遺伝学研究所・生物遺伝資源情報総合センター・系統情報研究室> 

類人猿ゲノム計画:Silver  <斎藤成也> 

国立極地研究所 

Super DARN SENSU Detabase(仮称)  <国立極地研究所 宙空圏研究グループ> 

THE PENGUINESS BOOK: A DATABASE OF DIVING RECORDS  <Yan Roper-Coudert> 

極域動物標本データベース  <国立極地研究所 極域科学資源センター> 

極地植物多様性画像データベース  <極地生物多様性画像データ作成委員会> 

国立極地研究所 出版物データベース(仮称)  <国立極地研究所 情報図書室> 

国立極地研究所所蔵資料目録及び出版物データベース  <国立極地研究所 情報図書室> 

国立極地研究所 取扱地図類(仮称)  <国立極地研究所 情報図書室> 

南極海植物プランクトンデータベース  <南極海プランクトンデータベース作成委員会> 

南極・固体地球物理学データ  <国立極地研究所 地圏研究グループ> 

南極昭和基地周辺の蘚苔類  <神田啓史・伊村 智> 

南極昭和基地周辺の淡水藻類  <大谷修司・神田啓史> 

南極昭和基地周辺の地衣類  <井上正鉄・神田啓史> 

国立情報学研究所 

NII学術コンテンツ・ポータル  <国立情報学研究所> 

NII論文情報ナビゲータ  <国立情報学研究所> 

NACSIS-CAT  <> 

オンライン学術用語集  <国立情報学研究所> 

科学研究費補助金データベース  <国立情報学研究所> 

学術研究データベース・リポジトリ  <> 

経済学文献索引データベース  <国立情報学研究所> 

大学Webサイト資源検索  <国立情報学研究所> 

大学共同利用機関法人 国立民族学博物館 

アクセサリー・身装文化ディジタルアーカイブ  <国立民族学博物館久保研究室(1995 年度までは大丸研究室)と大阪樟蔭女子

大学高橋研究室。データ分析および構造設計はMCDプロジェクトが行った。> 

韓国生活財データベース  <佐藤浩司、金英淑、その他協力者> 

図書・雑誌目録データベース  <国立民族学博物館> 

中西コレクションデータベース(世界の文字資料)  <西尾哲夫、崎山理、その他協力者 57名> 

ネパール写真データベース  <南 真木人> 

標本資料目録データベース  <国立民族学博物館> 

服装・身装文化(コスチューム)データベース  <国立民族学博物館久保研究室(1995 年度までは大丸研究室)と大阪樟蔭女子

大学高橋研究室。データ分析および構造設計はMCDプロジェクトが行った。> 

吉川「シュメール語辞書データベース」  <江口一久> 

国立歴史民俗博物館 

江戸商人・職人  <国立歴史民俗博物館 研究部 歴史研究系> 
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兼顕卿記  <水藤真> 

館蔵紀州徳川家伝来楽器  <国立歴史民俗博物館 研究部情報資料研究系> 

館蔵近世・近代古文書  <国立歴史民俗博物館 研究部歴史研究系> 

館蔵資料データベース  <国立歴史民俗博物館> 

館蔵中世古文書  <国立歴史民俗博物館田中本調査団・中世研究部門> 

館蔵武器武具  <国立歴史民俗博物館 研究部情報資料研究系> 

旧高旧領取調帳  <塚本学> 

近世窯業遺跡データベース  <国立歴史民俗博物館> 

近世窯業関係主要文献目録データベース  <国立歴史民俗博物館> 

古代・中世都市生活史(物価)  <国立歴史民俗博物館 研究部 歴史研究系> 

左経記  <国立歴史民俗博物館> 

山槐記  <国立歴史民俗博物館> 

自由民権運動研究文献目録  <国立歴史民俗博物館> 

荘園関係文献目録データベース  <国立歴史民俗博物館> 

城館城下発掘データベース  <国立歴史民俗博物館 研究部 考古研究系> 

地域蘭学者門人帳人名  <国立歴史民俗博物館 研究部 歴史研究系> 

データベースれきはく  <国立歴史民俗博物館管理部> 

天文日記  <水藤真> 

陶磁器出土遺跡  <小野正敏> 

東大寺文書目録データベース  <国立歴史民俗博物館> 

土偶データベース  <「土偶とその情報」研究会> 

日本荘園データベース  <国立歴史民俗博物館> 

日本民俗学文献目録データベース  <国立歴史民俗博物館 研究部 民俗研究系> 

兵範記  <国立歴史民俗博物館> 

宮座研究論文  <国立歴史民俗博物館 研究部 民俗研究系> 

民俗誌  <上野和男> 

棟札データベース  <国立歴史民俗博物館 研究部 歴史研究系> 

館蔵錦絵  <国立歴史民俗博物館 研究部情報資料研究系> 

弥生石器遺跡データベース  <国立歴史民俗博物館> 

歴博図書目録  <国立歴史民俗博物館> 

自然科学研究機構 核融合科学研究所 

AM  <核融合科学研究所 連携研究推進センター> 

Backscattering Coefficients of light ions from solids  <核融合科学研究所 連携研究推進センター> 

CHARGE TRANSFER DATABASE  <核融合科学研究所 連携研究推進センター> 

Electron-molecule Collision DataBase  <核融合科学研究所 連携研究推進ｾﾝﾀｰ> 

FUSION  <核融合科学研究所 連携研究推進センター> 

Heavy particle-molecule Collision database  <核融合科学研究所 連携研究推進センター> 

INSPEC  <核融合科学研究所 連携研究推進センター> 

NIFS DATABASE  <Cordination Research Center in NIFS> 
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SPUTTERING YIELDS OF MONATOMIC SOLIDS DATABASE  <核融合科学研究所 連携研究推進センター> 

オークリッジ原子過程文献データベース  <米国オークリッジ国立研究所 原子過程データセンター> 

原子・分子データベース検索表示システム(Atomic and Molecular Data Interactive System)  <核融合科学研究所 連携

研究推進センター> 

自然科学研究機構 国立天文台 

国立天文台貴重書目録  <国立天文台天文情報センター> 

国立天文台太陽活動データベース  <国立天文台太陽観測所> 

すばる望遠鏡公開データアーカイブ  <国立天文台天文データセンター> 

太陽活動データベース Solar Activity Data Base  <国立天文台太陽活動資料解析センター> 

野辺山電波へリオグラフ  <国立天文台野辺山太陽電波観測所> 

自然科学研究機構 分子科学研究所 

力の定数に関するデータベース  <情報知識学会力の定数研究会> 

量子化学文献データベース  <量子化学データベース研究会> 

総合地球環境学研究所 

西表文献データベース  <総合地球環境学研究所・西表島分室> 

統計数理研究所 

統計数理・彙報データベース(仮称)  <統計数理研究所 メディア情報室> 

統計数理研究所蔵書目録データベース  <図書室> 

メディア教育開発センター 

映像音響教材情報データベース  <メディア教育開発センター> 

教育著作権情報  <メディア教育開発センター> 

「教育メディア機器の技術史、教育史」画像データベース  <メディア教育開発センター> 

研究紀要等データベース  <メディア教育開発センター> 

高精細画像データベース  <メディア教育開発センター> 

獣医学症例データベース  <「獣医学系教育 IT コンソーシアム」及び「メディア教育開発センター」> 

素材静止画像データベース  <メディア教育開発センター> 

農業気象災害/画像情報データベース  <山口大学及びメディア教育開発センター> 

放送大学授業番組データベース  <メディア教育開発センター> 

メディア教育開発センター所蔵図書目録  <メディア教育開発センター> 

メディア教育実践情報データベース  <メディア教育開発センター> 

メディア教材データベース  <メディア教育開発センター> 
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情報検索サービス機関名 

データベースの正式名称 <データベースの作成者> 

《文部科学省・文化庁所轄機関》 

独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 

宇宙航空研究開発機構総合技術研究本部図書館情報検索サービス  <宇宙航空研究開発機構本社図書館> 

旧航空宇宙技術研究所研究成果情報 DB検索システム  <旧航空宇宙技術研究所図書館> 

図書館蔵書検索システム  <宇宙航空研究開発機構総合技術研究本部図書館> 

独立行政法人 宇宙航空研究開発機構(宇宙科学研究本部図書室) 

Data Archives and Transfer System  <宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部宇宙科学情報解析センター> 

Exos-D Science Database  <宇宙科学研究所「あけぼの」研究班> 

NSSDC HINOTORI DATA(米国航空宇宙局 NSSDCのWeb site参照)  <小山孝一郎 (宇宙航空研究開発機構)> 

YOHKOH SXT Daily Images(仮称)  <ようこうチーム> 

YOHKOH SXT Weekly Movies(仮称)  <ようこうチーム> 

さきがけ太陽風、磁場データ(仮称)  <小山孝一郎、中川朋子(東北工業大学)、阿部琢美(宇宙航空研究開発機構)> 

独立行政法人 宇宙航空研究開発機構(情報システム部研究開発情報センター) 

宇宙航空文献検索システム(Aerospace Information Reference system External version)  <宇宙航空研究開発機構> 

独立行政法人 国立科学博物館 

FishPix  <独立行政法人 国立科学博物館> 

GBIF菌類データーベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

アオコをつくる藍藻  <独立行政法人 国立科学博物館> 

インドネシアのスラウェシ島の魚類フィールドガイド  <独立行政法人 国立科学博物館> 

インドネシアの浅海性魚類フィールドガイド  <独立行政法人 国立科学博物館> 

大型哺乳類化石データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

外国産鉱物標本画像データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

外国産鉱物標本データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

海産動物プランクトン動画データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

海棲哺乳類情報データベース  <> 

海棲哺乳類頭骨データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

火山岩噴出物データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

化石レプリカデータベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

川下コレクション 北海道産白亜紀アンモナイトデータベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

岩石の偏向顕微鏡画像データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

岩石標本データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

魚類化石データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

魚類写真資料データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

クモ学文献検索  <独立行政法人国立科学博物館> 

小型哺乳類化石データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

国立科学博物館収蔵灯火器資料  <独立行政法人 国立科学博物館> 
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コケ類タイプ標本コレクション  <独立行政法人 国立科学博物館> 

櫻井コレクション(鉱物)  <独立行政法人 国立科学博物館> 

さび菌(銹菌)類標本  <独立行政法人 国立科学博物館> 

産業技術の歴史  <独立行政法人 国立科学博物館> 

地震・火山・測地資料  <独立行政法人 国立科学博物館> 

植物図鑑 (筑波実験植物園)  <独立行政法人 国立科学博物館> 

所蔵資料目録データベース(雑誌)  <> 

所蔵資料目録データベース(図書)  <独立行政法人 国立科学博物館> 

人骨遺跡データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

人骨標本コレクション  <独立行政法人 国立科学博物館> 

生物季節データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

絶滅危惧地衣類一覧  <独立行政法人 国立科学博物館> 

造岩鉱物の偏向顕微鏡画像データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

タイのリボン島の魚類フィルードガイド  <独立行政法人 国立科学博物館> 

地衣類一般標本データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

地衣類エキシカータ標本データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

地衣類基準標本データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

筑波実験植物園 園内データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

津村コレクションデータベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

頭足類の顎板による種査定に関するマニュアル  <独立行政法人 国立科学博物館> 

土壌版レッドデータブック  <独立行政法人 国立科学博物館> 

軟骨魚類化石画像データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

軟体動物化石画像データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

軟体動物化石データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

日本産鉱物標本データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

日本産淡水魚類標本データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

日本産淡水魚類分布データベース  <> 

日本産変形菌類標本データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

日本産ホトトギス属植物  <独立行政法人 国立科学博物館> 

日本のアザミー高山に生きるアザミたちー  <独立行政法人 国立科学博物館> 

日本の海藻 100選  <独立行政法人 国立科学博物館> 

日本の魚類データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

野村鎮コレクション ホロタイプ 画像データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

博物図譜  <独立行政法人 国立科学博物館> 

微化石タイプ画像データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

微化石標本データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

変形菌の世界  <独立行政法人 国立科学博物館> 

マメ科ハギ属ヤマハギ節標本データベース  <独立行政法人 国立科学博物館> 

ランの生きた基準標本  <独立行政法人 国立科学博物館> 
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理工学研究部 電子資料館  <独立行政法人 国立科学博物館> 

国立教育政策研究所 

学習指導要領データベース  <学習指導要領データベース作成委員会> 

学校教職員等自作の教材・教具データベース  <国立教育政策研究所> 

学校における教育実践研究主題データベース  <国立教育政策研究所> 

学校に関する情報データベース  <国立教育政策研究所> 

教育学系博士・修士学位論文データベース  <国立教育政策研究所> 

教育研究所・教育センター刊行論文データベース  <国立教育政策研究所/全国教育研究所連盟> 

教育研究論文索引  <国立教育政策研究所> 

教育情報データベース  <国立教育政策研究所> 

教育用ソフトウェア情報データベース  <国立教育政策研究所> 

教科書目録情報データベース  <(財)教科書研究センター> 

教職員研修講座データベース  <国立教育政策研究所> 

高校入試問題データベース  <国立教育政策研究所> 

生涯学習事業プログラムデータベース  <国立教育政策研究所> 

小学校国語教科書掲載作品情報  <(財)教科書研究センター> 

小学校国語教科書情報  <(財)教科書研究センター> 

独立行政法人 国立女性教育会館 

子育てネットワーク・データベース  <国立女性教育会館> 

女性学・ジェンダー論関連科目データベース  <国立女性教育会館> 

女性関連施設データベース  <国立女性教育会館> 

女性情報 CASS  <国立女性教育会館> 

女性情報シソーラス用語データベース  <国立女性教育会館> 

女性情報ナビゲーション  <国立女性教育会館> 

女性情報レファレンス事例集  <国立女性教育会館> 

女性と男性に関する統計データベース  <国立女性教育会館> 

女性のキャリア形成支援サイト  <国立女性教育会館> 

男女共同参画人材情報データベース  <国立女性教育会館> 

文献情報データベース  <国立女性教育会館> 

独立行政法人 国立特殊教育総合研究所 

国立特殊教育総合研究所所蔵目録  <独立行政法人国立特殊教育総合研究所> 

特殊教育学習指導要領等データベース  <独立行政法人 国立特殊教育総合研究所> 

特殊教育関係文献目録  <独立行政法人国立特殊教育総合研究所> 

特殊教育実践研究課題  <独立行政法人国立特殊教育総合研究所> 

特殊教育情報データベース  <独立行政法人国立特殊教育総合研究所総務部研修情報課> 

特殊教育センター等研修情報データベース  <独立行政法人国立特殊教育総合研究所> 

特殊教育法令等データベース  <独立行政法人 国立特殊教育総合研究所> 

独立行政法人 国立博物館東京国立博物館 

カラー写真(フィルム)検索システム 図書検索システム  <東京国立博物館事業部情報課図書・映像サービス室> 
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貴重原板の文化財画像情報システム  <貴重原板の文化財画像情報システム構築委員会> 

東京国立博物館カラー写真資料データベース  <東京国立博物館事業部情報課図書・映像サービス室> 

図書検索システム  <東京国立博物館事業部情報課図書・映像サービス室> 

独立行政法人 国立博物館奈良国立博物館 

所蔵写真検索システム  <奈良国立博物館> 

独立行政法人 国立美術館京都国立近代美術館 

独立行政法人国立美術館所蔵作品総合目録検索システム(試行版)  <独立行政法人国立美術館> 

独立行政法人 国立美術館国立西洋美術館 

国立西洋美術館図書情報システム  <国立西洋美術館> 

デジタルギャラリー:超高精細画像検索表示システム  <国立西洋美術館> 

独立行政法人 東京国立近代美術館 

東京国立近代美術館所蔵作品データベース  <東京国立近代美術館 企画課情報・資料係> 

東京国立近代美術館所蔵図書目録データベース  <東京国立近代美術館 企画課情報･資料係> 

独立行政法人 東京文化財研究所 

売立目録データベース  <東京文化財研究所 企画情報部> 

近現代美術展覧会情報データベース  <東京文化財研究所 企画情報部> 

研究資料検索システム  <東京文化財研究所 企画情報部> 

伝統芸能関係三雑誌所載文献データベース  <東京文化財研究所 企画情報部> 

伝統芸能関係図書データベース  <東京文化財研究所 企画情報部> 

展覧会カタログ所載古美術文献データベース  <東京文化財研究所 企画情報部> 

美術関係図書データベース  <東京文化財研究所 企画情報部> 

保存修復関係図書データベース  <東京文化財研究所 企画情報部> 

奈良文化財研究所 

Archaeologically Excavated Japanese Gardens  <奈良文化財研究所> 

遺跡の斜面保護データベース  <奈良文化財研究所> 

官衙遺跡整備状況データベース  <奈良文化財研究所 埋蔵文化財センター遺跡調査技術研究室> 

古代地方官衙関係遺跡データベース  <奈良文化財研究所 埋蔵文化財センター遺跡調査技術研究室> 

所蔵図書データベース  <奈良文化財研究所> 

全国木簡出土遺跡・報告書データベース  <奈良文化財研究所> 

奈文研WEBデータベース  <奈良文化財研究所埋蔵文化財センター 文化財情報研究室> 

軒瓦データベース  <奈良文化財研究所> 

発掘庭園データベース  <奈良文化財研究所> 

報告書抄録データベース  <奈良文化財研究所> 

墨書土器データベース  <奈良文化財研究所> 

木簡画像データベース  <奈良文化財研究所> 

木簡データベース  <奈良文化財研究所> 

木簡データベース  <奈良文化財研究所> 

薬師寺典籍文書データベース  <奈良文化財研究所> 
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独立行政法人 物質・材料研究機構 

SUPERCON(超伝導材料情報データベース)  <物質・材料研究機構材料基盤情報ステーション> 

圧力容器材料データベース  <物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション> 

拡散情報データベース  <物質・材料研究機構材料基盤情報ステーション> 

拡散データベース  <独立行政法人物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション> 

基盤原子力用材料  <データフリーウエイ共同研究協議会> 

強磁場工学データベース  <物質・材料研究機構 強磁場研究センター> 

計算物性データベース  <独立行政法人物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション> 

結晶基礎データベース  <独立行政法人物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション> 

構造材料データベース  <物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション> 

高分子データベース  <独立行政法人物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション> 

材料用核データ DB  <物質・材料研究機構材料基盤情報ステーション> 

三次元状態図データベース  <独立行政法人物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション> 

鉄鋼材料の環境負荷算出データベース(仮称)  <物質・材料研究機構 エコマテリアル研究センター 環境循環材料グループ>

溶接用 CCT図データベース  <物質・材料研究機構と科学技術振興事業団との共同研究> 

予備的 LCAのための 4000品目環境負荷データベース(仮称)  <物質・材料研究機構 エコマテリアル研究センター 環境循環

材料グループ> 

独立行政法人 防災科学技術研究所 

地すべり地形分布図データベース/防災科学技術研究所  <防災科学技術研究所> 

台風災害データベースシステム  <台風災害の長期予測に関する研究グループ> 

独立行政法人 放射線医学総合研究所 

環境中の C-14比放射能測定調査データベース  <放射線医学総合研究所> 

環境中の空間放射線レベルデータベース(阿部)  <放射線医学総合研究所> 

環境中のトリチウム測定調査データベース  <放射線医学総合研究所> 

グラフィックデータベース:体内残留率・排泄率のモデル予測値  <放射線医学総合研究所> 

原子力施設付近の環境水トリチウムデータベース(1967年～1980年)  <放射線医学総合研究所> 

大気浮遊塵中の放射性核種濃度データベース  <放射線医学総合研究所> 

図書館所蔵目録  <独立行政法人 放射線医学総合研究所 情報業務室 情報利用推進課 図書・研究情報係> 

内部被爆線量評価のための代謝データベース  <放射線医学総合研究所> 

プルトニウム内部被曝に関する動物実験病理データベース  <放射線医学総合研究所> 

放射線安全研究成果情報データベース  <放射線医学総合研究所> 

放射線誘発骨髄性白血病発症の修飾因子に関する動物実験データベース  <放射線医学総合研究所> 

離島における空間放射線レベルデータベース  <放射線医学総合研究所> 

独立行政法人 理化学研究所 

図書館管理システム  <ITフロンティア> 

理化学研究所図書館所蔵目録 (OPAC)  <理化学研究所研究調整部研究交流課(図書・発表)> 
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情報検索サービス機関名 

データベースの正式名称 <データベースの作成者> 

《短期大学・高等専門学校》 

青森明の星短期大学 

青森明の星短期大学ホームページ  <青森明の星短期大学情報処理委員会> 

明石工業高等専門学校 

明石工業高等専門学校蔵書目録データベース  <明石工業高等専門学校 図書係> 

秋田工業高等専門学校 

秋田工業高等専門学校図書館蔵書検索システム  <秋田工業高等専門学校図書館> 

秋田公立美術工芸短期大学 

図書館蔵書目録データベース  <附属図書館> 

阿南工業高等専門学校 

阿南高専図書館蔵書目録データベース  <阿南工業高等専門学校> 

有明工業高等専門学校 

有明工業高等専門学校 蔵書目録データベース  <有明工業高等専門学校図書館> 

育英短期大学 

育英短期大学図書館蔵書目録データベース(仮称)  <育英短期大学図書館> 

石川工業高等専門学校 

石川工業高等専門学校 総合目録データベース  <石川工業高等専門学校庶務課図書係> 

茨城工業高等専門学校 

茨城工業高等専門学校図書館蔵書目録データベース  <茨城工業高等専門学校図書館> 

宇部工業高等専門学校 

宇部工業高等専門学校蔵書目録  <宇部工業高等専門学校図書係> 

愛媛県立医療技術大学 

愛媛県立医療技術大学図書館 OPAC  <愛媛県立医療技術大学図書館> 

大分工業高等専門学校 

所蔵図書データベース(仮称)  <大分工業高等専門学校庶務課図書係> 

大阪女学院大学・短期大学 

大阪女学院図書館蔵書目録  <大阪女学院図書館> 

大阪信愛女学院短期大学 

大阪信愛女学院短期大学図書館蔵書目録データベース  <大阪信愛女学院短期大学図書館> 

大阪千代田短期大学 

大阪千代田短期大学紀要目次データベース  <大阪千代田短期大学図書館> 

広岡キミヱ文庫目録  <大阪千代田短期大学図書館> 

大島商船高等専門学校 

大島商船高等専門学校図書館所蔵目録データベース  <大島商船高等専門学校庶務課図書係> 

沖縄工業高等専門学校 

図書館蔵書目録データベース  <沖縄工業高等専門学校図書館> 
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小山工業高等専門学校 

小山工業高等専門学校 研究紀要目次  <小山工業高等専門学校 図書情報センター> 

鹿児島県立短期大学 

鹿児島県立短期大学附属図書館蔵書目録データベース(仮称)  <鹿児島県立短期大学附属図書館> 

鹿児島工業高等専門学校 

鹿児島工業高等専門学校図書館所蔵目録データベース  <鹿児島工業高等専門学校学生課学生支援係> 

鹿児島女子短期大学 

鹿児島女子短期大学附属図書館(志學館学園)蔵書目録データベース  <鹿児島女子短期大学附属図書館> 

北九州工業高等専門学校 

北九州工業高等専門学校図書館目録所在情報データベース  <北九州工業高等専門学校図書館> 

岐阜工業高等専門学校 

岐阜工業高等専門学校図書館 蔵書目録データベース  <岐阜工業高等専門学校 庶務課学術情報係> 

京都外国語短期大学 

京都外国語短期大学付属図書館所蔵データベース  <京都外国語短期大学付属図書館> 

近畿大学九州短期大学 

近畿大学産業理工学部図書館・近畿大学九州短期大学図書館蔵書検索システム  <株式会社リコー> 

釧路工業高等専門学校 

釧路工業高等専門学校 紀要論文データベース  <釧路工業高等専門学校 庶務課 情報資料係> 

釧路工業高等専門学校 図書館検索システム  <釧路工業高等専門学校 庶務課 情報資料係> 

倉敷市立短期大学 

倉敷市立短期大学研究情報(仮称)  <倉敷市立短期大学及び個人> 

呉工業高等専門学校 

呉工業高等専門学校図書館所蔵目録データベース  <呉工業高等専門学校庶務課図書係> 

群馬県立県民健康科学大学 

群馬県立医療短期大学図書館所蔵資料データベース  <図書館> 

群馬工業高等専門学校 

群馬工業高等専門学校図書館蔵書目録  <群馬工業高等専門学校図書館> 

群馬松嶺福祉短期大学 

群馬松嶺福祉短期大学図書館所蔵目録  <群馬松嶺福祉短期大学図書館> 

県立新潟女子短期大学 

県立新潟女子短期大学図書館所蔵資料検索(OPAC)  <県立新潟女子短期大学図書館> 

生活環境データベース(仮称)  <県立新潟女子短期大学生活科学科> 

千葉大学ヘーゲル・データベース  <千葉大学・加藤尚武(現取鳥環境大学学長)> 

高知工業高等専門学校 

高知高専蔵書検索システム  <高知工業高等専門学校図書館> 

神戸女子短期大学 

神戸女子短期大学学会論攷データベース  <神戸女子短期大学学会> 

神戸女子短期大学蔵書目録データベース  <神戸女子短期大学図書館> 

日米共同エマルション実験研究論文データベース  <神戸女子短期大学 浅木森 和夫> 
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國學院大學栃木短期大學 

國學院大學栃木学園図書館 蔵書検索  <國學院大學栃木学園図書館> 

国際学院埼玉短期大学 

国際学院埼玉短期大学研究紀要データベース  <国際学院埼玉短期大学> 

国際学院埼玉短期大学卒業研究論文抄録集データベース  <国際学院埼玉短期大学> 

国際短期大学 

国際短期大学図書館目録データベース  <国際短期大学図書館> 

小松短期大学 

小松短期大学図書館蔵書データベース  <小松短期大学図書館> 

埼玉短期大学 

埼玉短期大学図書館蔵書目録データベース(仮称)  <埼玉短期大学図書館> 

桜の聖母短期大学 

桜の聖母短期大学図書館情報センター蔵書目録  <> 

和歌山信愛女子短期大学 

信愛紀要データベース  <和歌山信愛女子短期大学> 

産業技術短期大学 

情報館 AL  <(株)ブレインテック> 

島根県立看護短期大学 

所蔵資料データベース(仮称)  <島根県立看護短期大学> 

順正短期大学 

順正短期大学・順正高等看護専門学校附属図書館所蔵資料目録(仮称)  <順正短期大学・順正高等看護専門学校附属図書

館> 

湘北短期大学 

湘北短期大学図書館蔵書目録データベース  <湘北短期大学図書館> 

仁愛女子短期大学 

仁愛女子短期大学附属図書館所蔵目録  <附属図書館> 

鈴鹿工業高等専門学校 

図書検索  <鈴鹿工業高等専門学校図書係> 

鈴峯女子短期大学 

鈴峯女子短期大学図書館蔵書目録データベース  <鈴峯女子短期大学図書館> 

聖母女学院短期大学 

聖母女学院短期大学図書館所蔵目録オンライン検索サービス  <聖母女学院短期大学図書館> 

星稜女子短期大学 

星稜女子短期大学図書館蔵書目録データベース  <星稜女子短期大学図書館> 

仙台電波工業高等専門学校 

中期インド・アリアン語文献のデータベース(仮称)  <仙台電波工業高等専門学校 逢坂雄美 山崎守一> 

高松工業高等専門学校 

高松工業高等専門学校研究紀要データベース  <高松工業高等専門学校図書館> 
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詫間電波工業高等専門学校 

図書目録データベース  <詫間電波工業高等専門学校図書館> 

中国学園大学 

中国学園図書館蔵書・雑誌目録データベース(仮称)  <中国学園図書館> 

つくば国際短期大学 

つくば国際短期大学蔵書目録データベース  <つくば国際短期大学図書館> 

戸板女子短期大学 

戸板女子短期大学 図書館蔵書目録  <図書館> 

東海大学福岡短期大学 

デジタルジャーナル  <東海大学福岡短期大学 メディア情報センター> 

徳山工業高等専門学校 

徳山高専図書館データベース  <徳山工業高等専門学校 図書館> 

鳥羽商船高等専門学校 

伊勢湾衛星画像データベース  <石田邦光、伊藤政光、落合弘明> 

富山工業高等専門学校 

富山工業高等専門学校図書館蔵書目録データベース  <富山工業高等専門学校庶務課図書館> 

富山商船高等専門学校 

富山商船図書館蔵書データベース  <富山商船高等専門学校庶務課総務係(図書担当)> 

豊田工業高等専門学校 

豊田工業高等専門学校図書館蔵書目録検索データベース  <豊田工業高等専門学校庶務課図書係> 

長岡工業高等専門学校 

長岡工業高等専門学校蔵書検索システム  <長岡工業高等専門学校図書館> 

長野工業高等専門学校 

長野工業高等専門学校図書館蔵書データベース(仮称)  <長野工業高等専門学校図書館> 

奈良工業高等専門学校 

奈良工業高等専門学校蔵書目録データベース  <奈良工業高等専門学校図書館> 

南山短期大学 

南山短期大学図書館書誌所蔵データベース  <南山短期大学図書館> 

新居浜工業高等専門学校 

図書館所蔵目録データベース  <新居浜工業高等専門学校図書館> 

日本赤十字秋田短期大学 

日本赤十字秋田短期大学図書館所蔵目録  <日本赤十字秋田短期大学図書館> 

沼津工業高等専門学校 

沼津工業高等専門学校図書館蔵書目録データベース(仮称)  <沼津工業高等専門学校図書館> 

函館工業高等専門学校 

函館工業高等専門学校 蔵書検索システム  <函館工業高等専門学校 総務課学術情報係> 

八戸工業高等専門学校 

八戸工業高等専門学校図書館蔵書目録データベース  <八戸高専庶務課図書係> 
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広島商船高等専門学校 

広島商船高等専門学校図書館所蔵目録データベース  <広島商船高等専門学校 総務課図書係> 

福井工業高等専門学校 

福井高専図書館蔵書データベース  <福井工業高等専門学校学生課情報サービス係> 

北海道武蔵女子短期大学 

北海道武蔵女子短期大学蔵書目録データベース  <北海道武蔵女子短期大学附属図書館> 

舞鶴工業高等専門学校 

舞鶴工業高等専門学校蔵書目録データベース  <舞鶴工業高等専門学校図書館> 

松江工業高等専門学校 

蔵書検索システム for 松江工業高等専門学校  <松江工業高等専門学校> 

都城工業高等専門学校 

都城工業高等専門学校図書館所蔵目録データベース(仮称)  <都城工業高等専門学校庶務課図書係> 

山形県立米沢女子短期大学 

米沢女子短期大学附属図書館所蔵図書データベース(仮称)  <山形県立米沢女子短期大学附属図書館> 

山野美容芸術短期大学 

山野美容芸術短期大学研究紀要目録情報  <図書館> 

山野美容芸術短期大学図書館図書目録情報(仮称)  <図書館> 

米子工業高等専門学校 

米子工業高等専門学校図書館蔵書目録(仮称)  <米子工業高等専門学校図書館> 

和歌山工業高等専門学校 

和歌山工業高等専門学校蔵書目録データベース  <和歌山工業高等専門学校図書館> 
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情報検索サービス機関名 

データベースの正式名称 <データベースの作成者> 

《国立試験研究機関（独立行政法人を含む）》 

海上技術安全研究所 

CRP(二重反転プロペラ)設計チャート  <海上技術安全研究所 流体部門 工藤達郎> 

「POSEIDON」の実海域実験データ  <海上技術安全研究所 海洋部門 海洋資源利用研究グループ> 

海上技術安全研究所論文データベース  <海上技術安全研究所 知的財産・情報センター> 

海氷データベース  <独立行政法人 海上技術安全研究所 流体部門> 

甲板打ち込み水可視化実験データベース  <実海域性能評価プロジェクト長 谷澤克治> 

座礁事故データベース  <遠藤 久芳> 

次世代舶用炉熱水力特性知的情報データベース  <海上技術安全研究所 エネルギー・環境評価部門 稲坂 冨士夫> 

衝突事故データベース  <遠藤 久芳> 

青雲丸(I)のプロペラ翼面圧力のデータ  <海上技術安全研究所 流体部門 工藤達郎> 

船舶信頼性情報データベース  <海上技術安全研究所> 

図書館情報  <独立行政法人 海上技術安全研究所> 

日本近海の波と風データベース  <独立行政法人海上技術安全研究所> 

波浪データベース  <構造・材料部門 構造基準研究グループ 小川 剛孝> 

ライダーデータベース  <独立行政法人 海上技術安全研究所 運航・システム部門> 

海上保安大学校 

海上保安大学校図書館蔵書目録データベース  <海上保安大学校図書館> 

海洋研究開発機構 

Extremo Base(極限微生物ゲノムデータベース)  <海洋科学技術センター極限環境生物フロンティア研究システム> 

海底岩石データベース  <深海研究部> 

研究成果データベース  <海洋科学技術センター企画部計画管理課> 

深海画像データベース  <海洋科学技術センター> 

環境省国立水俣病総合研究センター 

水俣病関連文献等所蔵目録検索システム  <環境省国立水俣病総合研究センター国際・総合研究部国際・情報室> 

気象庁気象研究所 

Papers in Meteorology and Geophysics  <気象庁気象研究所 企画室> 

気象研究所技術報告  <気象庁気象研究所 企画室> 

気象庁高層気象台 

高層気象台  <高層気象台> 

九州がんセンター 

癒し・憩い 画像データベース  <九州がんセンター医療情報部> 

血液腫瘍画像データベース  <九州がんセンター臨床検査科> 

消化管医用画像データベース  <国立病院九州がんセンター医療情報部> 

航海訓練所 

研究  <独立行政法人航海訓練所> 
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厚生労働省国立国際医療センター研究所 

生理活性脂質データベース  <湯尾 明(国立国際医療センター研究所)> 

国土交通省国土地理院 

5000m航空磁気測量データベース(仮称)  <国土交通省国土地理院> 

MTデータ(magnetotelluric data)  <国土交通省国土地理院> 

NOAA植生指標データ  <国土交通省国土地理院> 

ウォッちず地図閲覧サービス  <国土交通省国土地理院> 

火山地域航空磁気データベース  <国土交通省国土地理院> 

基準点成果閲覧サービス  <国土交通省国土地理院> 

空中写真閲覧サービス  <国土交通省国土地理院> 

傾斜量図  <国土交通省国土地理院> 

重力データ  <国土交通省国土地理院> 

数値地図 25000(空間データ基盤)  <国土交通省国土地理院> 

数値地図等メタデータ データベース  <国土交通省国土地理院> 

全国都道府県市区町村別面積調  <国土交通省国土地理院> 

測地・位置天文学 VLBI Mark III型 データベース  <国土交通省国土地理院(国際 VLBI事業)> 

地球地図  <国土交通省国土地理院 地球地図国際運営委員会事務局> 

地磁気測量成果データベース(仮称)  <国土交通省国土地理院> 

地磁気データ  <国土交通省国土地理院> 

潮位データ  <国土交通省国土地理院> 

電子基準点データ提供サービス  <国土交通省国土地理院> 

電子国土  <国土交通省国土地理院> 

日本の山岳標高一覧  <国土交通省国土地理院> 

日本のジオイド 2000(英名 GSIGEO2000)  <国土交通省国土地理院> 

国立環境研究所 

Bacteriology Insight Orienting System  <Species2000 Asia Oceania/国立環境研究所環境研究基盤技術ラボラトリー> 

霞ヶ浦データベース  <国立環境研究所 地球環境研究センター> 

霞ケ浦臨湖実験施設気象データベース  <国立環境研究所水土壌圏環境研究領域湖沼環境研究室/地球環境研究センター>

貨物船観測による二酸化炭素の大気・海洋交換モニタリングデータベース  <国立環境研究所地球環境研究センター> 

環境数値データベース  <国立環境研究所環境情報センター> 

ダイオキシン応答性遺伝子データベース  <国立環境研究所環境健康研究領域> 

地球環境データベース  <国立環境研究所地球環境研究センター> 

地球資源情報データベース(GRID-つくば)  <国立環境研究所地球環境研究センター内> 

つくば上空成層圏オゾン鉛直分布データベース  <国立環境研究所地球環境研究センター> 

苫小牧フラックスリサーチサイトモニタリングデータベース  <国立環境研究所地球環境研究センター> 

内分泌撹乱化学物質に関するデータベース  <環境ホルモン・ダイオキシン研究プロジェクト> 

波照間・落石岬地上ステーションモニタリングデータベース  <国立環境研究所地球環境研究センター> 

東アジア海域海洋環境モニタリング(瀬戸内海)データベース  <国立環境研究所地球環境研究センター> 

有害紫外線モニタリングネットワークデータベース  <国立環境研究所地球環境研究センター> 
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国立保健医療科学院 

厚生労働科学研究成果データベース  <国立保健医療科学院研究情報センター> 

国立保健医療科学院研究情報センター所蔵資料目録  <国立保健医療科学院研究情報センター> 

産業技術総合研究所四国センター 

産業技術総合研究所 四国センター 図書室情報サービス  <産業技術総合研究所 四国センター 産学官連携センター> 

産業技術総合研究所（地質調査情報センター） 

温泉・地熱資源賦存データベース  <産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門地熱資源研究グループ> 

海域地質構造データベース  <産業技術総合研究所 活断層研究センター海溝型地震履歴研究チーム> 

火山衛星画像データベース  <産業技術総合研究所地質情報研究部門地質リモートセンシング研究グループ> 

火山防災マップデータベース  <北海道大学 宮坂瑞穂> 

活火山データベース  <産業技術総合研究所 地質情報研究部門火山活動研究グループ> 

活断層データベース  <産業技術総合研究所 活断層研究センター> 

岩石物性値データベース  <産業技術総合研究所 地質情報研究部門> 

北西太平洋(日本周辺海域)海底鉱物資源データベース  <産業技術総合研究所地質情報研究部門> 

シームレス地質図データベース  <産業技術総合研究所地質情報研究部門> 

世界地質図索引図データベース  <産業技術総合研究所 地質調査情報センター 地質資料管理室> 

地下水データベース  <産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門> 

地球物理データベース  <産業技術総合研究所 地質調査情報センター> 

地質情報総合メタデータ  <産業技術総合研究所 地質調査情報センター地質資料管理室> 

地質標本データベース  <産業技術総合研究所広報部地質標本館> 

地震に関連する地下水観測データベース  <産業技術総合研究所 地質情報研究部門> 

「地層・岩体・火山」事典  <産業技術総合研究所 地質情報研究部門> 

地熱ボーリング・コア・データベース  <産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門> 

地盤データベース  <産業技術総合研究所地質研究部門> 

日本列島及びその周辺域の地温勾配及び地殻熱流量データベース  <産業技術総合研究所 地質情報研究部門地殻構造研

究グループ> 

日本全国空中磁気データベース  <産業技術総合研究所 地質調査情報センター> 

日本地質図データベース  <産業技術総合研究所地質調査情報センター> 

日本地質文献データベース  <産業技術総合研究所 地質調査情報センター 地質資料管理室> 

日本列島基盤岩類物性データベース  <産業技術総合研究所 地質情報研究部門 地球物理情報研究グループ> 

燃料資源データベース  <産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門> 

東・東南アジア地球科学情報データベース  <産業技術総合研究所 地質情報研究部門統合地質情報研究グループ> 

物理探査調査研究活動データベース  <産業技術総合研究所 地質調査情報センター> 

北西太平洋海底堆積物データベース  <産業技術総合研究所 地質情報研究部門> 

有害元素を含む全国元素分布(地球化学図)データベース  <産業技術総合研究所地質情報研究部門地球化学研究グルー

プ> 

産業技術総合研究所つくばセンター・つくば中央第１ 

北太平洋の炭素循環  <工業技術院情報計算センター> 

災害事例データベース  <和田 有司> 
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産業技術総合研究所東北センター 

論文・成果集  <東北産学官連携センター> 

産業技術総合研究所北海道センター 

ガスハイドレート物理的特性データベース  <成田 英夫(産総研北海道センター)> 

石炭液化連続装置運転成果データベース  <成田英夫> 

酒類総合研究所 

麹菌 ESTデータベース  <独立行政法人 酒類総合研究所 微生物研究室> 

所蔵図書データベース(仮称)  <独立行政法人 酒類総合研究所> 

保存菌株リスト(麹菌)(仮称)  <独立行政法人 酒類総合研究所 微生物研究室> 

消防研究所 

消防研究所刊行物検索システム  <消防研究所> 

消防研究所蔵書検索データベース  <消防研究所> 

消防防災共通情報データベース  <消防研究所> 

情報通信研究機構 

NICT研究成果公開システム  <情報通信研究機構> 

森林総合研究所 

林業・林産関係国内文献情報データベース  <独立行政法人森林総合研究所> 

独立行政法人 水産総合研究センター北海道区水産研究所 

A-line Database  <独立行政法人 水産総合研究センター 北海道区水産研究所> 

水産大学校 

水産大学校教員研究情報データベース  <水産大学校企画情報部企画課> 

水産大学校図書館蔵書検索システム(OPAC)  <企画情報部 図書課> 

独立行政法人 土木研究所 寒地土木研究所 

寒地土木技術情報センター 図書検索  <独立行政法人土木研究所 寒地土木研究所 企画室> 

寒地土木技術情報センター 論文・刊行物検索  <独立行政法人土木研究所 寒地土木研究所 企画室> 

日本郵政公社郵政総合研究所 

郵政研究所研究成果  <郵政総合研究所> 

農業環境技術研究所 

APASD (Asian-Pacific Alien Species Database)  <農業環境技術研究所 生物環境安全部> 

自然植生の純一次生産力と農業気候資源の分布図  <清野 豁> 

Ecosystem Database  <農業環境技術研究所 地球環境部 フラックス変動評価チーム> 

宇宙から見た日本の農業  <福原道一,今川俊明ほか> 

植物細菌病の診断と病原細菌の同定に関する情報  <西山幸司ほか> 

シンポジウム・研究会・ワークショップの開催記録(農業環境技術研究所)  <農業環境技術研究所 研究情報システム専門役> 

セミナー開催記録 (農業環境技術研究所)  <農業環境技術研究所 広報情報室> 

ダイオキシン類文献リスト  <農林水産省 農業環境技術研究所 農薬動態科> 

土壌保全調査事業等優良成果  <農業環境技術研究所 農業環境インベントリーセンター 土壌分類研究室> 

土壌モノリスデータベース  <農業環境技術研究所 農業環境インベントリーセンター 土壌分類研究室> 

土性図目録  <農業環境技術研究所 農業環境インベントリーセンター 土壌分類研究室> 
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ドリン系殺虫剤に関する情報  <農業環境技術研究所 化学環境部有機化学物質研究グループ> 

日本産オオアブラムシ属のチェックリスト及び種の検索表  <農業環境技術研究所 農業環境インベントリーセンター 昆虫分類

研究室> 

日本産糸状菌類図鑑  <農業環境技術研究所 農業環境インベントリーセンター 微生物分類研究室> 

日本野生植物寄生・共生菌類目録  <農業環境技術研究所 農業環境インベントリーセンター 微生物分類研究室> 

農環研標本館所蔵 タイプ標本データベース  <農業環境技術研究所 農業環境インベントリーセンター 昆虫分類研究室> 

農業環境研究成果情報  <農業環境技術研究所 企画戦略室> 

農業環境用語辞典  <農業環境技術研究所 農業環境インベントリーセンター> 

微生物インベントリー  <農業環境技術研究所 農業環境インベントリーセンター 微生物分類研究室> 

独立行政法人 農業技術研究機構 北海道農業研究センター 

羊ヶ丘の気象データ  <北海道農業研究センター寒地温暖化研究チーム> 

農業・食品産業技術総合研究機構 果樹研究所 

果樹品種情報検索システム  <果樹研究所> 

農業・食品産業技術総合研究機構 食品総合研究所 

研究データベース(食品総合研究所公開 HP)  <独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 食品総合研究所企画管理

部情報広報課> 

酵素一覧  <独立行政法人食品総合研究所> 

食品機能性マニュアル  <独立行政法人食品総合研究所> 

食品研究成果情報  <独立行政法人食品総合研究所> 

貯穀害虫・天敵図鑑  <独立行政法人 食品総合研究所 流通安全部 食品害虫研究室> 

納豆研究文献データベース  <独立行政法人食品総合研究所> 

農業・食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所那須研究拠点 

草地植生ファクトデータベース  <独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所 草地研究支援センター

草地動態モニタリング室「草地の動態に関する研究」事務局> 

写真で見る外来雑草  <独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所 飼料作生産性向上研究チーム>

飼料イネ技術情報  <独立行政法人農業・食品産業技術研究機構 畜産草地研究所 飼料調製研究チーム> 

飼料作物の害虫目録  <独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所 畜産温暖化研究チーム> 

飼料作物病害図鑑  <独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所 畜産温暖化研究チーム> 

農業生物資源研究所 

RICE PIPELINE - KOME  <農業生物資源研究所> 

遺伝資源データベース  <独立行政法人農業生物資源研究所> 

イネ完全長 cDNAデータベース  <農業生物資源研究所> 

イネゲノムアノテーションデータベース  <農業生物資源研究所> 

イネゲノムリソースセンター  <農業生物資源研究所> 

イネタンパク質構造データベース  <農業生物資源研究所> 

イネの予測遺伝子データベース  <農業生物資源研究所> 

イネ発現遺伝子データベース  <農業生物資源研究所> 

イネプロテオームデータベース  <農業生物資源研究所> 

イネマイクロアレイサテライト  <農業生物資源研究所> 
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カイコゲノム研究プログラム  <農業生物資源研究所> 

カイコ・蚕糸・染織・シルク etc.に関心のある人のためのページ  <農業生物資源研究所> 

家畜ゲノムデータベース  <農業生物資源研究所> 

作物学データベース  <農業生物資源研究所> 

蚕糸関係遺伝資源データベース  <農業生物資源研究所> 

農林水産 DNAバンク  <農業生物資源研究所> 

ブタ ESTデータベース  <農業生物資源研究所> 

ミュータントパネルデータベース  <農業生物資源研究所> 

農林水産省農林水産政策研究所 

論文記事検索データベース  <企画連絡室 広報課> 

法務省法務総合研究所 

法務省白書等データベース  <法務省法務総合研究所> 

文部科学省科学技術政策研究所 

NISTEP REPORTおよび調査資料他  <文部科学省科学技術政策研究所> 

林木育種センター 

遺伝子保存林  <> 

関東育種基本区の精英樹特性表(スギ精英樹特性表(平成 16 年 3 月)・材質特性、枝の特性、生理的特性・精英樹名からの検

索)  <> 

関東育種基本区の精英樹特性表(スギ精英樹特性(平成 16年 3月)・成長特性,通直性(実生 15年次,さし木 20年次)・精英樹名

からの検索)  <> 

関東育種基本区の精英樹特性表(カラマツ精英樹特性表(平成 16 年 3 月)・成長特性、通直性(20 年次)、材質特性、生理的特

性・精英樹名からの検索)  <> 

関東育種基本区の精英樹特性表(カラマツ精英樹特性表(平成 16 年 3 月)・成長特性、通直性(20 年次)、材質特性、生理的特

性・都県名等からの検索)  <> 

関東育種基本区の精英樹特性表(スギ精英樹特性表(平成 16 年 3 月)・材質特性、枝の特性、生理的特性・都県名等からの検

索)  <> 

関東育種基本区の精英樹特性表(スギ精英樹特性表(平成 16年 3月)・成長特性、通直性(実生 15年次、さし木 20年次)・都県

名等からの検索  <> 

関東育種基本区の精英樹特性表(ヒノキ精英樹特性表(平成 16 年 3 月)・成長特性,通直性(20 年次),材質特性,枝の特性,生理

的特性・都県名等からの検索)  <> 

関東育種基本区の精英樹特性表(ヒノキ精英樹特性表(平成 16年 3月)・成長特性、通直性(20年次)、材質特性、枝の特性、生

理的特性・精英樹名からの検索)  <> 

パスポートデータベース関西育種場成体保存目録  <> 

パスポートデータベース九州育種場成体保存目録  <> 

パスポートデータベース生殖質保存目録  <> 

パスポートデータベース東北育種場成体保存目録  <> 

パスポートデータベース北海道育種場成体保存目録  <> 

パスポートデータベース本所成体保存目録  <> 

林木遺伝資源配布目録  <> 

林木遺伝資源保存林  <> 
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情報検索サービス機関名 

データベースの正式名称 <データベースの作成者> 

《公立試験研究機関》 

愛知県産業技術研究所 

研究報告全文検索システム  <愛知県産業技術研究所> 

青森県環境保健センター 

青森県感染症発生情報  <青森県環境保健センター・微生物部> 

秋田県脳血管研究センター 

秋田県脳卒中発症登録追跡システム  <秋田県脳卒中医の会> 

石川県白山自然保護センター 

石川県白山自然保護センター研究報告総目次(仮称)  <石川県白山自然保護センター> 

石川県保健環境センター 

石川県保健環境センター所蔵図書データベース(仮称)  <石川県保健環境センター 情報・教育研修室> 

石川県林業試験場 

いしかわ森林図鑑  <石川県林業試験場> 

岩手県工業技術センター 

地方独立行政法人岩手県工業技術センター保有設備検索システム  <> 

愛媛県工業技術センター 

研究報告データベース  <愛媛県工業技術センター> 

大分県産業科学技術センター 

技術情報誌  <大分県産業科学技術センター> 

研究報告データベース  <大分県産業科学技術センター> 

大分県農林水産研究センター 

大分県農林水産研究センター水産試験場 文献抄録データベース  <大分県農林水産研究センター水産試験場> 

大阪市立環境科学研究所 

大阪市立環境科学研究所研究成果集  <大阪市立環境科学研究所> 

大阪市立環境科学研究所図書室蔵書検索  <大阪市立環境科学研究所> 

健康・環境・サイエンス  <大阪市立環境科学研究所> 

トクホなど機能性食品データベース  <大阪市立環境科学研究所> 

大阪市立自然史博物館 

大阪市立自然史博物館収蔵資料データベース  <大阪市立自然史博物館> 

大阪府環境情報センター 

大阪府公共用水域水質等環境データベース  <大阪府環境情報センター> 

大阪府内の大気 1時間値データ(速報値)  <大阪府環境情報センター> 

環境情報プラザ資料検索システム  <大阪府環境情報センター> 

大阪府立公衆衛生研究所 

業績集データベース  <大阪府立公衆衛生研究所> 

健康危機事例集  <大阪府立公衆衛生研究所> 
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大阪府立産業開発研究所 

大阪の経済と業界動向データベース(仮称)  <大阪府立産業開発研究所> 

大阪府立産業開発研究所情報提供サービス(仮称)  <大阪府立産業開発研究所> 

大阪府立産業開発研究所調査、研究報告書データベース(仮称)  <大阪府立産業開発研究所> 

大阪府立産業技術総合研究所 

所蔵図書データベース  <大阪府立産業技術総合研究所> 

岡山県工業技術センター 

岡山県工業技術センター報告データベース  <岡山県工業技術センター> 

岡山県林業試験場 

岡山県林業試験場研究情報、岡山県農林水産総合情報システム  <岡山県林業試験場 岡山県農林水産部農政企画課> 

沖縄県工業技術センター 

沖縄県工業技術情報データベース(仮称)  <沖縄県工業技術センター> 

鹿児島県工業技術センター 

研究報告サービスシステム「メビウス」  <鹿児島県工業技術センター> 

鹿児島県林業試験場 

鹿児島県林業試験場業務報告  <鹿児島県林業試験場> 

鹿児島県林業試験場研究成果集  <鹿児島県林業試験場> 

鹿児島県林業試験場研究報告  <鹿児島県林業試験場> 

神奈川県環境科学センター 

神奈川県化学物質安全情報提供システム  <神奈川県環境科学センター> 

神奈川県産業技術センター 

神奈川県産業技術センター研究情報ファイル  <神奈川県産業技術センター(以下産技センターと略す)> 

神奈川県自然環境保全センター 

神奈川県森林研究所(林業試験場)研究報告データベース  <神奈川県自然環境保全センター研究部> 

樹木方言データベース  <神奈川県自然環境保全センター研究部> 

神奈川県自治総合研究センター 

研究報告書データベース(仮称)<神奈川県のホームページ内にある「オンライン資料室」に本データベースのデータを提供>  <

神奈川県自治総合研究センター> 

自治体学研究データベース(仮称)  <神奈川県自治総合研究センター> 

神奈川県畜産技術センター 

研究報告データベース  <神奈川県畜産技術センター> 

神奈川県農業技術センター 

神奈川県農林水産情報システム気象情報データベース  <神奈川県農業技術センター> 

神奈川県農林水産情報システム成果資料データベース  <神奈川県農業技術センター> 

神奈川県農林水産情報システム図書情報データベース  <神奈川県農業技術センター> 

神奈川県の農業情報データベース  <神奈川県農業技術センター 経営情報研究部> 

神奈川県立金沢文庫 

金沢文庫図書資料情報検索システム  <神奈川県立金沢文庫> 
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京都市産業技術研究所 

京都市産業技術研究所工業技術センター研究報告抄録データベース  <京都市産業技術研究所 工業技術センター> 

京都府立海洋センター 

研究論文データベース(仮称)  <京都府立海洋センター> 

高知県立森林技術センター 

高知県立森林技術センター資料情報データベース  <高知県立森林技術センター> 

埼玉県産業技術総合センター 

機器データベース  <埼玉県産業技術総合センター> 

佐賀県有明水産振興センター 

佐賀県有明水産振興センター研究報告書データベース  <佐賀県有明水産振興センター> 

佐賀県工業技術センター 

技術情報提供データベース  <佐賀県工業技術センター> 

滋賀県工業技術総合センター 

研究概要データベース(仮称)  <滋賀県工業技術総合センター> 

試験研究用開放設備機器データベース  <滋賀県工業技術総合センター> 

情報検索サービス  <滋賀県工業技術総合センター> 

図書蔵書データベース  <滋賀県工業技術総合センター> 

滋賀県東北部工業技術センター 

滋賀県東北部工業技術センター研究報告  <滋賀県東北部工業技術センター> 

滋賀県東北部工業技術センター試験機器データベース(仮称)  <滋賀県東北部工業技術センター> 

蔵書図書検索サービス  <滋賀県東北部工業技術センター> 

滋賀県琵琶湖研究所 

びわ湖情報データバンク  <滋賀県琵琶湖研究所> 

静岡県富士工業技術センター 

静岡県富士工業技術センター報告抄録データベース(仮称)  <静岡県富士工業技術センター総務企画課> 

千葉県環境研究センター 

千葉県環境研究センター年報(千葉県環境研究所研究報告リスト含む)  <千葉県環境研究センター> 

千葉県立中央博物館 

千葉県立博物館情報システム  <千葉県教育庁生涯学習部文化財課> 

東京都環境科学研究所 

図書総合管理システム  <東京都環境科学研究所 資料室> 

徳島県保健環境センター 

徳島県保健環境センター データベース(仮称)  <徳島県保健環境センター、ホームページ検討委員会> 

徳島県立２１世紀館 

徳島県文化・学習情報システム近代美術館データベース  <徳島県立近代美術館> 

徳島県文化・学習情報システム 21世紀館データベース  <徳島県立 21世紀館> 

徳島県文化・学習情報システム書誌データベース  <徳島県立図書館,徳島県立博物館,徳島県立近代美術館,徳島県立文書

館,徳島県立 21世紀館> 

徳島県文化・学習情報システム博物館データベース  <徳島県立博物館> 
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徳島県文化・学習情報システム文書館データベース  <徳島県立文書館> 

徳島県立農林水産総合技術センター農業研究所 

農業気象  <徳島県立農林水産総合技術支援センター農業研究所> 

鳥取県産業技術センター 

鳥取県産業技術センター研究報告およびとっとり技術ニュース  <鳥取県産業技術センター研究報告およびとっとり技術ニュー

ス編集委員会> 

鳥取県農業試験場 

鳥取県科学サロン研究データベース  <鳥取県総務部教育・学術振興課> 

富山県環境科学センター 

富山県環境科学センター年報データベース  <富山県環境科学センター> 

豊橋技術科学大学 

豊橋技術科学大学附属図書館蔵書目録  <豊橋技術科学大学附属図書館> 

長野県工業技術総合センター 

長野県工業技術総合センター HOME PAGE  <長野県工業技術総合センター 材料技術部門> 

長野県食品工業試験場 HOME PAGE  <長野県食品工業試験場> 

名古屋市工業研究所 

名古屋市工業研究所図書情報データベース  <名古屋市工業研究所> 

奈良県森林技術センター 

奈良県森林技術センター研究成果文献データベース  <奈良県森林技術センター> 

兵庫県立工業技術センター 

兵庫県立工業技術センターデータベース  <兵庫県立工業技術センター> 

兵庫県立生活科学研究所 

商品分類別商品テスト情報  <兵庫県立生活科学研究所> 

広島県保健環境センター 

出版物情報(広島県保健環境センター研究報告)  <広島県保健環境センター> 

広島県立食品工業技術センター 

研究テーマ・研究成果一覧(仮称)  <広島県立食品工業技術センター> 

広島県立西部工業技術センター 

研究報告データベース(仮称)  <> 

広島県立東部工業技術センター 

広島県立東部工業技術センターデータベースサービス(仮称)  <広島県立東部工業技術センター> 

広島県立農業技術センター 

広島県立農業技術センター 研究成果情報  <広島県立農業技術センター> 

福井県衛生環境研究センター 

衛生環境研究センター年報調査研究報告  <福井県衛生環境研究センター> 

環境情報地図表示  <福井県衛生環境研究センター> 

表形式データ検索  <福井県衛生環境研究センター> 

文書検索  <福井県衛生環境研究センター> 
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福井県工業技術センター 

福井県工業技術センター機器設備情報  <福井県工業技術センター> 

福井県工業技術センター研究員情報  <福井県工業技術センター> 

福岡県工業技術センター 

福岡県工業技術センター研究報告  <福岡県工業技術センター> 

福岡県農業総合試験場 

福岡県農業総合試験場 研究情報システム  <福岡県農業総合試験場 企画情報部 知的財産管理課> 

福島県ハイテクプラザ 

所蔵図書目録(仮称)  <福島県ハイテクプラザ企画管理グループ> 

北海道立北方建築総合研究所 

調査研究論文データベース  <北方建築総合研究所企画総務部企画指導室> 

北海道立食品加工研究センター 

食品加工技術情報データベース  <北海道立食品加工研究センター企画調整部> 

北海道立地質研究所 

火山防災データマップ  <北海道立地質研究所> 

図書・雑誌総合管理等システム  <北海道立地質研究所> 

北海道立中央水産試験場 

試験研究成果情報検索  <北海道立中央水産試験場> 

北海道立中央農業試験場 

試験研究成果一覧  <北海道立中央農業試験場企画情報室> 

北海道立林業試験場 

森林土壌情報データベース  <北海道立林業試験場> 

北海道立林業試験場・研究成果文献データベース  <北海道立林業試験場> 

北海道立林産試験場 

刊行物 DataBase  <北海道立林産試験場 企画指導部 普及課 技術係> 

北海道木造建築物データベース  <北海道立林産試験場 企画指導部 デザイン科> 

宮城県産業技術総合センター 

宮城県産業技術総合センター研究開発・ミヤギ産業技術情報  <宮城県産業技術総合センター> 

宮城県農業・園芸総合研究所 

「普及に移す技術」76号～81号 PDFファイル  <宮城県農業・園芸総合研究所> 

宮城県保健環境センター 

環境情報データベース  <宮城県保健環境センター 企画情報部> 

健康危害物質別の事例データベース  <宮城県保健環境センター 企画情報部> 

宮城県結核感染症情報データベース  <宮城県保健環境センター 企画情報部> 

宮崎県工業技術センター・宮崎県食品開発センター 

研究報告データベース  <宮崎県工業技術センター・宮崎県食品開発センター> 

宮崎県畜産試験場 

宮崎県畜産試験場側 畜試ニュース  <宮崎県畜産試験場> 
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山口県環境保健研究センター 

山口県環境保健研究センター生物学部データベース  <山口県環境保健研究センター生物学部> 

山口県水産研究センター 

県内の漁模様、市況  <山口県水産研究センター> 

山口県文書館 

有光家文書画像データベース  <山口県文書館> 

毛利家文庫絵図・袋入絵図画像データベース  <山口県文書館> 

毛利家文庫写真画像データベース  <> 

山口県文化史年表(重要事項)データベース  <山口県文書館> 

山口県文書館所蔵文書目録データベース  <山口県文書館> 

山口県ポスター・リーフレット画像データベース  <> 

山口県林業指導センター 

山口県林業指導センターホームページ試験研究  <山口県林業指導センター研究部> 

横須賀市自然博物館 

「横須賀市自然・人文博物館刊行物」目次一覧データベース  <横須賀市自然・人文博物館HP監修担当者> 
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情報検索サービス機関名 

データベースの正式名称 <データベースの作成者> 

《特殊法人研究所》 

核燃料サイクル開発機構 

外部発表データベース  <核燃料サイクル開発機構技術展開部> 

技術資料データベース  <核燃料サイクル開発機構技術展開部> 

成果情報データベースシステム(JSERV)  <核燃料サイクル開発機構技術展開部技術協力課> 

特許情報データベース  <核燃料サイクル開発機構技術展開部> 

国民生活センター 

消費者問題文献情報  <国民生活センター情報資料館> 

職業能力開発総合大学校 

職業能力開発総合大学校図書館蔵書データベース  <職業能力開発総合大学校図書館> 

総合研究開発機構 

NIRA's World Directory of Think Tanks  <総合研究開発機構(NIRA) 政策研究情報センター> 

NIRAデータベース  <総合研究開発機構(NIRA)政策研究情報センター> 

Publications(研究成果出版物目録英語版)  <総合研究開発機構(NIRA)総務企画部企画広報課> 

大来佐武郎著作物  <総合研究開発機構(NIRA)政策研究情報センター> 

研究成果出版物目録  <総合研究開発機構(NIRA)総務企画部企画広報課> 

下河辺淳アーカイヴ  <総合研究開発機構(NIRA)政策研究情報センター> 

日本のシンクタンク情報 <研究機関情報> <研究成果情報>  <総合研究開発機構(NIRA) 政策研究情報センター> 

独立行政法人 労働政策研究・研修機構 

研究者情報データベース  <独立行政法人 労働政策研究・研修機構 広報部> 

蔵書データベース  <労働政策研究・研修機構 資料ｾﾝﾀｰ> 

調査研究成果データベース  <独立行政法人 労働政策研究・研修機構 調査部資料センター> 

労働統計データベース  <独立行政法人 労働政策研究・研修機構 情報解析部> 

論文データベース  <独立行政法人 労働政策研究・研修機構 調査部資料センター> 



 － 217 －

情報検索サービス機関名 

データベースの正式名称 <データベースの作成者> 

《学術研究法人》 

財団法人 エネルギー総合工学研究所 

?を!にするエネルギー講座  <エネルギー技術情報センター> 

財団法人 大倉精神文化研究所 

大倉精神文化研究所研究成果データ  <財団法人大倉精神文化研究所> 

社団法人 化学情報協会 

核四極共鳴スペクトルデータベース  <核四極共鳴スペクトルデータ委員会> 

財団法人 衣笠会 

学術研究論文・解説データベース  <財団法人衣笠会繊維研究所> 

財団法人 教科書研究センター 

教科書目録情報データベース  <(財)教科書研究センター> 

財団法人 高輝度光科学研究センター 

SPring-8 Research Frontiers(研究ハイライト)  <(財)高輝度光科学研究センター 利用業務部> 

SPring-8 User Experiment Report  <(財)高輝度光科学研究センター> 

SPring-8 年報  <(財)高輝度光科学研究センター> 

SPring-8論文発表等登録・検索データベース  <(財)高輝度科学研究センター 利用業務部 図書情報課> 

財団法人 国際生態学センター 

日本植生体系ウェブサービス  <財団法人国際生態学センター> 

日本の植物群落データベース  <財団法人国際生態学センター> 

財団法人 国際通信経済研究所 

(財)国際通信経済研究所 資料室 検索サービス  <(財)国際通信経済研究所> 

財団法人 阪本精神病理学研究所 

阪本精神病理学研究所蔵書データベース(仮称)  <財団法人阪本精神病理学研究所> 

財団法人 産業創造研究所 

ANERIデータベース  <技術研究組合 原子力用次世代機器開発研究所> 

財団法人 三康文化研究所 

三康図書館雑誌目録  <財団法人三康文化研究所附属三康図書館> 

三康図書館蔵書目録 伝記書編 書名索引  <財団法人三康文化研究所附属三康図書館> 

三康図書館蔵書目録 民俗学書編 書名索引  <財団法人三康文化研究所附属三康図書館> 

三康図書館蔵書目録 歴史書編 書名索引  <財団法人三康文化研究所附属三康図書館> 

財団法人 世界平和研究所 

出版物一覧  <世界平和研究所事務局> 

社団法人 中国研究所 

(社)中国研究所ホームページ  <(社)中国研究所> 

財団法人 東京都医学研究機構東京都臨床医学総合研究所 

研究員データベース  <(財)東京都医学研究機構 東京都臨床医学総合研究所> 
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東北歴史博物館 

資料管理システム  <東北歴史博物館> 

財団法人 東洋文庫 

ウイグル語図書前リスト(PDF)  <東洋文庫 図書部 洋書目録係> 

カザフ語図書全リスト(PDF)  <東洋文庫 図書部 洋書目録係> 

キルギス語図書前リスト(PDF)  <東洋文庫 図書部 洋書目録係> 

東洋学綜合情報システム  <東洋文庫電算化委員会> 

東洋学綜合情報システム  <東洋文庫電算化委員会> 

別置ロシア語目録  <東洋文庫 図書部 洋書目録係> 

財団法人 徳川黎明会 

徳川林政史研究所所蔵史料データベース  <徳川林政史研究所> 

財団法人 日本エネルギー経済研究所 

EDMC エネルギーデータバンク  <(財)日本エネルギー経済研究所計量分析部> 

エネルギー関連文献目録(仮称)  <(財)日本エネルギー経済研究所資料室> 

財団法人 日本証券経済研究所 

株式投資収益率  <財団法人 日本証券経済研究所> 

証券関係論文・記事データベース  <(財)日本証券経済研究所 図書館部> 

証券年表  <日本証券経済研究所証券史資料編纂室> 

財団法人 日本生物科学研究所 

研究成果データベース(仮称)  <(財)日本生物科学研究所 企画学術部> 

財団法人 ファインセラミックスセンター 

ファインセラミックス学術情報データベース  <財団法人 ファインセラミックスセンター> 

ファインセラミックス生データ・データベース  <(財)ファインセラミックスセンター> 
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