
電子ブック
歴史を動かした有名な著者によるタイトルも多く、19 世紀以降に出版された
約 9,000 タイトルを収録しています。Bloomsbury 以外に、最近は評価の高い
イギリス出版社 Continuum, T&T Clark, IB Tauris, Berg, The Arden Shakespeare, 
Hart Publishing, Athlone Press, Pinter, Burns & Oates などを傘下に加え拡大して
います。新しい内容は定期的に追加されます。電子ブックの時代における最適
なオンライン商品であり、研究者のさらなる研究の充実に不可欠なツールです。

SUBJECTS COVERED 
人類学  · 聖書研究  · 西洋古典学

映画学とメディア研究  · 歴史学  · 法学 · 言語学  · 文学 哲学

 · 教育学  · 宗教学  · 社会学神学 · 

 ·   ·  政治学と国際関係
 ·  ·  

 ·  デザイン学

 · 中東研究

 · 音楽研究

FLEXIBLE OPTIONS FOR LIBRARIES
Bloomsbury Collections は完全な買い切り商品で、ホスティング費用は一切発生い
たしません。分野・出版年・シリーズなどのコレクション単位、または Pick-and-
choose ( 初回は 5タイトル以上、追加は 1タイトル以上 ) でご購入いただけます。 

www.dramaonlinelibrary.com

*完全に買い切り又は年間購読モデル

*2ヶ月の無料
トライアル可能

Discover • Read • Listen • Watch
Drama OnlineはイギリスのBloomsbury PublishingとFaber and Faberにより共同
開発されたドラマ研究用オンラインコレクションです。世界中で知られているシェイ
クスピア研究の定番であるArden Shakespeare、ドラマ研究者に高く評価されてい
るMethuen Dramaなどのコンテンツを提供しております。約2,500年前の古代ギリ
シアから現在にいたるまでの戯曲、エッセー、論文、文芸評論などが収録されており
ます。ドラマ研究の歴史に重要な劇作家であるイプセン、チェーホフ、ワイルドに加
えて、現代劇の世界で名のあるTom Stoppard、 Brian Friel、John Osborne、Willy 

Russellなどの作品もあります。

• 戯曲には、登場人物がどの幕場に登場するか
を表示するグリッドや、幕場ごと・登場人物ごと
のセリフ数を分析するグラフがついています。

• L.A. Theatre Worksのオーディオ・ブックのコ
レクションには、アーサー・ミラーやユージン・オ
ニールなどの350作を超える現代劇の音声が収
められています。

• 動画のコレクションには、 Shakespeare‘s 
Globe on Screen、 Stage on Screenなどの舞台
劇や、 BBC Drama Films、 The Hollow Crownと
いったテレビ映画などが収められ、著名な俳優
陣による演技を見ることができます。

収録コンテンツは定期的に
更新・拡張されます。

プラットフォームの主な機能と特徴

・Marc 21の提供
・同時アクセス無制限
・COUNTER準拠の利用統計 ・リモートアクセス

・サイテーション、保存、メモ機能
・内容の一部を印刷、送信、ダウンロード
・ライブラリー管理者画面

・IPアドレス認証

・DOIリンク又はOpen URL

・横断検索、ファセット検索



聖書やキリスト教研究
の中心であるイエス・キ
リストの人物像や歴史、

影響などの研究に特化したライブラリーです。独自の
参考図書やテキスト、画像、音声、視覚資料を一体化し、
宗教、神学、聖書研究、古典、歴史を学ぶ学生や研究者
向けの包括的なデジタルリソースとなっています。

T&T Clark は Bloomsbury のインプ
リントのひとつで、1821 年から聖
書研究で最先端の書籍を出版し続け
ています。T&T Clark の Theology & 
Religion Online は 神学・宗教学・聖書
学の入門から専門家レベルまで幅広く
役立つリソースです。

カール・バ
ルトを含む
20 世紀の神学

を形作った著名な神学者による一次資料と、
主要な神学者についてのライブラリー独自の
序説を収録しており、三位一体や贖罪など様々
な教理についての詳細かつ徹底した分析を学生
や研究者に提供します。

WWW.BLOOMSBURYCOLLECTIONS.COM

FEATURES AND BENEFITS

ピックアップ・トピック
Linguistics

For researchers
■　横断検索、ファセット検索

■　印刷及びダウンロードが可能（DRMフリー）

■　検索の保存など様々なパーソナライズ機能

■　分野ごとに閲覧

■　モバイル機器をフルサポート

■　サイテーション

■　リンクリゾルバ

■　同時アクセス無制限

For librarians
■　IPアドレス認証 

■　MARCレコードの提供

■　各タイトル・各章のDOIリンク

■　COUNTER準拠の利用統計

■　完全な買い切り商品（ホスティング費用不要）

■　リモートアクセスの設定

■　PDFフォーマット

■　2ヵ月間の無料トライアル可能

Hart Publishing (Law)

Politics & International Relations

Middle East

WWW.THEOLOGYANDRELIGIONONLINE.COM

プラットフォームの主な機能と特徴

＊完全に買い切り又は年間購読モデル

・DOIリンク又はOpen URL
・Marc 21 の提供
・同時アクセス無制限
・COUNTER準拠の利用統計
・ライブラリー管理者画面
・横断検索、ファセット検索
・サイテーション、保存、メモ機能
・内容の一部を印刷、送信、ダウンロード
・リモートアクセス
・IPアドレス認証

言語学は Bloomsbury の得意分野の一つで、世界トップレベルのシリーズを含め、毎年 20 タイトル
ほど刊行しています。アーカイブシリーズにも、世界各国の教育制度や第二言語取得についての興
味深いシリーズがあります。

2013 年に法学専門の出版社Hart Publishing が Bloomsbury の傘下に入り、EU法と国際法のタイト
ルが数多くコレクションに加わりました。法学分野では既存のタイトルと合わせて現在 1500 タイト
ル以上を提供しています。

政治学は以前から定評のあった分野ですが、2018 年に買収した IB Tauris がインプリントに加わり、
特に注目されている分野の一つです。国際関係や東アジア関連のタイトルも含めた重要な学術文献を
集めています。

国際関係学の中で、中東研究は重要な地域研究の一つになります。IB Tauris のインプリントでは 200
タイトル以上が収録されています。 
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