
主な機能

Routledge Encyclopedia of Philosophy Online は、古代から現代にいたるまでの哲学者、学派、思想、用語など、哲学
に関するあらゆる事項を網羅したオンライン・データベースです。著名な研究者で構成された豪華執筆陣による、最も
信頼のおける世界最大の哲学事典と言われる Routledge Encyclopedia of Philosophy 全 10 巻をベースに、現在 2,800
を超える項目が収録され、定期的に内容が追加・更新されています。25,000 以上のクロスリファレンスによって、テー
マ、概念、哲学者がリンクし、さらなる発見への手がかりとなります。哲学の研究者だけでなく、政治学、心理学、経
済学、人類学、宗教学、文学など、哲学に関連する様々な分野の研究者にとっても理想的な、最も包括的かつ最大の情
報源といえます。

Taylor & Francis 
電子商品 

Routledge Performance Archive 

English Historical Documents Online

Routledge Encyclopedia of Philosophy

FREE TRIALS are available for most digital products

World of Learning・World Who’s Who

*年間購読商品

Routledge Encyclopedia of 
Philosophy Online www.rep.routledge.com

‘‘ ‘‘With its easy, intuitive user environment and  
special resources for users at all levels, REP Online is a
regularly-updated online resource suitable for academics, 
students and general readers worldwide.

Routledge Encyclopedia of Modernism

Routledge History of Feminism

Over 2,800 articles on everything from Aesthetics to Phenomenology

Europa World Yearbook・Europa World Plus

注文方法

お見積もりのご依頼、トライアルのご希望については、
下記の洋書取扱店までお問い合わせください。

2019          www.mhmlimited.co.jp  

•　同時アクセス無制限
•　CrossRef などへのリンク
•　横断検索、フルテキスト検索
•　年 1回の内容アップデート
•　2ヶ月の無料トライアル可能
•　IP 認証、リモートアクセスの設定
•　MARCレコードの提供
•　デジタル著作権管理 (DRM)フリー

•　サイテーション、利用統計 (COUNTER 準拠 )
•　Windows, Mac, iPad 又は Android 端末対応
•　リンクの提供



Routledge Encyclopedia of 
Modernism 

www.englishhistoricaldocuments.com

ENGLISH HISTORICAL 
DOCUMENTS ONLINE 

‘…one of the most valuable historical works ever produced.’ ‒ Times Literary Supplement

Developed in partnership with the Institute of Historical Research (IHR) in London, UK

他に類のない歴史的レファレンスがオンライン版になりました!

イギリス歴史ドキュメントは、政府の記録や条約、軍事記録、新聞、その他の資料についての独自の調査にもとづいて

1953 年から出版が開始された全 13 巻の一次資料のコレクションです。これをロンドン大学歴史学研究所 (IHR) との協力に

よってオンライン化し、500-1914 年のイギリスの資料、および 1776 年までのアメリカの資料から、5,500 以上の文書を簡

単に検索・アクセスできるようにしました。そのままでは埋もれたままになってしまう、または入手困難であったり断片的

に存在していた歴史資料は、IHR の専門家によって分類され、学生や研究者にとって利用しやすい価値あるデータベースと

なっています。

2 ヶ月の無料トライアルをご用意しております。

Routledge Performance Archive

www.routledgeperformancearchive.com

プラットフォームの主な機能と特徴

*買い切り商品、ホスティング費用不要

*年間購読商品

‘‘ ‘‘

valuable for its breadth and diversity, 
particularly its geographical diversity

www.rem.routledge.com

*買い切り商品、
ホスティング費用不要

www.routledgehistoricalresources.com/feminism/ 

*買い切り商品、
ホスティング費用不要

Routledge History of Feminism は 18 世紀半ばから 20 世紀初頭にかけて起こったフェミニズム運動に関する
データベースです。フェミニズム研究の古典的名著全文、章の部分抜粋、雑誌論文など、貴重な一次資料や二
次資料を幅広く収録し、豊富な写真やイラストのギャラリーも利用できます。教育、法律、文学などの 8つの
分野にまとめられ、このデータベースのために書かれた論文も収められています。分野、日付、場所、人物など、
様々な角度から検索や絞込みが可能で、学生にも研究者にも役立つツールです。

・IP認証
・管理者画面
・同時アクセス無制限
・リモートアクセスの設定
・無償のMARCレコード
・Shibboleth対応
・COUNTER準拠の利用統計
・分野によるブラウジングが可能
・CrossRefへのリンク
・サイテーション
・ダウンロード可
・横断検索
・Windows, Mac, iPad又はAndroid端末対応
・2ヶ月の無料トライアル

‘‘ ‘‘contains an unprecedented range 
of content, including newly 
commissioned thematic essays

Routledge History of Feminism

・IP 認証
・年 2回の内容アップデート
・同時アクセス無制限または人数制限モデル
・リモートアクセスの設定
・無償のMARC レコード
・DOI の提供
・COUNTER 準拠の利用統計

・分野によるブラウジングが可能
・CrossRef へのリンク
・印刷・ダウンロード可
・2ヶ月の無料トライアル
・サイテーション
・横断検索

Routledge Encyclopedia of Modernism は、史上最大のモダニズム研究に関する学際的データベースです。
2,000 以上の記事を収録しており、1,500 人以上の著者が参加している膨大な国際的研究プロジェクトとなって
います。徹底した調査によって、文学、ドラマ研究、美術、音楽研究、ダンス研究、映画研究、建築学、知的

トレンドの 8つの基本分野を網羅し、欧米だけでなく世界の地域（イ
ンド、中東、アフリカ、中国、日本、ロシア、東南アジア、カリブ海、
中南米等々）を幅広くカバーしています。20 世紀のデザイン、文化、思想、
社会などに関心のある方にとって魅力的な資料を豊富に収めた、非常
に貴重なツールです。

・13タイトルがオンラインで利用可能
・MARCレコードの提供
・同時アクセス無制限
・全タイトルのクロス検索
・サイテーション
・年代記ツール
・メモ（パスワードで保護）

・分野によるブラウジングが可能
・ブックマーク
・ページの印刷、送信、保存
・ライブラリー管理者画面
・利用統計

・分野によるブラウジングが可能
・50年以上にわたり作成されている
コンテンツ
・年2回の内容アップデート
・簡単な図書館管理
・COUNTER準拠の利用統計
・MARCレコードの提供
・同時アクセス無制限
・キーワード検索
・リモートアクセス
・Windows, Mac, iPad又はAndroid 
端末対応

Routledge Performance Archive は、イギリスの Digital Theatre 社
と共同開発された、パフォーマンス研究用 のオンラインビデオや
オーディオのコレクションです。有名な俳優やパフォーマーによる
実演、インタビュー、授業、ワークショップ、ドキュメンタリーなど、
およそ 90 時間の視聴覚資料へすぐにアクセスできます。演技、舞踊、
ジャンル、舞台制作など、さまざまな角度から検索や絞込みができ
ます。パフォーマンスの世界で著名な Avner Eisenberg, Guillermo 
Gomez-Pena, Jos Houben,  Rena Mireck, Phillip Zarrilli などの作品
に加え、数多くの論評も入っています。
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