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SAGE Journals ポータル
ポータルのランディングページ(journals.sagepub.com)は、SAGE Journalsのコン
ンツ検索や、A—Z別ブラウズ、分野別検索、関連情報、ニュース、リソースに簡単に
クセスするためのオプションを提供します。

リソースの対象者
• 著者
• 司書
• 編集者
• 学会

マイツール
• マイアラート
• 保存済み検索
• お気に入りジャーナル
• マイアカウント

検索
• 検索
• 詳細検索
• 検索履歴
• 引用検索

ブラウズ
• タイトルでブラウズ
• 分野で検索

検索
メインのサイトナビゲーションページの「Search all SAGE Journals」ボックスにキー
ワードまたは著者情報を入力して全文記事を検索サーチします。

個別ジャーナル内での検索は「Search this Journal」ボックスを使用します。



詳細検索
アドバンス検索ツールでは、署名付きブール型システムを使用します。
このシステムでは、特定用語のマルチ用語クエリーや「and」や「or,」、「not.」といった
ブール演算子を使用して特定の用語とその論理関係を構築します。
単一の検索ボックスに入力された複数の用語はそのまま検索がかけられます。そして 
追加の行に検索用語を入力し、指定されたコンテンツ領域（タイトル、要約、全文、参
考文献など）内で検索を行うことができます。

ブラウズ
ジャーナルのタイトルによるブラウ
ズ
AからZメニューの文字をクリックす
ると、その文字に対応するジャーナ
ルリストにジャンプし、アルファベッ
ト順のジャーナルリストをブラウズ
します。
ページ下に記載されているページ番
号によって検索結果に移動します。

分野によるブラウズ
分野（健康科学、生命＆生体医学、物質科学＆工学、社会科学、人文科学）別のジ
ャーナルをブラウズします。 ジャーナルタイトルをクリックすると、ジャーナル情
報、OnlineFirst、および目次を表示するだけでなく、ジャーナルレベルの検索を実行
できるホームページに移動します。

アラートを追加してお気に入りに追加
「Browse」オプションから興味のあるジャーナルを見つけたら、「Add to Favorites」
と「Add Alerts」ボタンを使ってSAGE Journalsでの履歴をカスタマイズします。（ユ
ーザーは個人アカウントにログインしてこれらのツールを使用します）。



ジャーナルホームページ
含まれる機能は以下の通りです：
• Follow-meジャーナルメニュ

ー：ジャーナルメニューはス
クロールしている間は表示さ
れ、ホームページの他に最新
号、OnlineFirst、バックナンバ
ー、提出ガイドラインや編集
委員会リストへのリンク、無料
サンプル号、電子メールアラー
ト、RSSフィードなどを含むジャ
ーナル情報にクイックアクセス
できます。

• インパクトファクタとジャーナル
インデックス：インパクトファクタ
リンクをクリックすると、インパ
クトファクタとランク情報が表示
されます。

• 学会サイトへのリンク：これらのリンクは、私たちの学会や連携パートナーに関す
る情報を提供します。

• ジャーナル内検索：この機能は、ジャーナルのコンテンツ全体をキーワード検索で
きます。 

• 情報カルーセル：このカルーセルは、ジャーナルに関する情報とニュースを提供し
ます。

• 最新号： 最新号の目次にすばやく移動できます。

• 全号：ここでは、すべてのバックナンバーを年またはボリュームと発行番号で参照
できます。

• 最も閲覧及び引用された記事：過去7日間の記事の中で最も読まれた、もしくは引
用された記事が6つ表示されます。

• 論文の提出： ジャーナルへの原稿の投稿方法を知ることができます。

• 雑誌の詳細： 
o OnlineFirst:印刷よりも先に出版される記事（ほとんどのジャーナルで利用可 
 能）。



テーブルコンテンツ
含まれる機能は以下の通りです：

• 「Show Abstract」プレビュー： 「Show Abstract」をクリックすると、要約プレビュ
ーが展開され、ページを離れることなく閲覧できます。

• 内容：内容メニューを使用して、発行号内のさまざまなセクションに移動すること
ができます。

 o 私たちとの繋がり：人気のあるソーシャルメディアプラットフォームを通じてジ 
 ャーナルを共有。

 o 電子メールアラート：ジャーナルの新しいコンテンツアラートおよびアナウンス 
 にサインアップ。

 o ポッドキャストとビデオ：利用可能な場合は、ハイライトされたマルチメディ 
 アコンテンツの検索。

 o コレクション：利用可能な場合は、ジャーナル編集者が選んだ記事コレクショ 
 ンを表示。

• 関連ジャーナル：学会姉妹刊行物や関連するSAGE出版物へのリンクを提供しま
す。



記事
アクセス権に応じて、要約、全文、または参照を表示します。
ペイパービューで短期フルテキストへのアクセスを購入することができます。

機能は次のとおりです：
• PDFダウンロード：アクセス権に応じてPDF形式の記事を表示するには、「PDF 

Download」アイコンをクリックします。

• 記事情報：著者の所属や著作権情報を含む記事のメタデータを表示するには、「i」
アイコンをクリックします。

• 著者情報：作成者の名前にカーソルを合わせると、ORCIDのエントリ（利用可能な
場合）と、Google ScholarとPubMedを介して著者によって書かれた他の記事にリ
ンクします。

• 『Follow me」 記事ナビゲーション：スクロールに従ってページの右側に「Article」
メニューが表示され、常に記事コンテンツのリストや引用、共有、および記事許諾
へのリクエストなどのツール、そしてPDFをダウンロードする先のリンクにアクセス
できます。



• 図と表：コンテンツをすべて1
か所で見ることができ、PDF
またはPowerPointスライド
としてダウンロードできます。

• 関連記事：類似コンテンツの
候補を検索できます。

• 共有：ソーシャルブックマー
クサイトまたは電子メールで
記事を共有できます。 

• サイト：お気に入りの引用マ
ネージャーに記事をダウン
ロードします。

• 許可：許可と再印刷をリクエ
ストします。 

• 「SAGE Recommends」：他のSAGE製品から関連コンテンツを検索します。

• ポップアップ参照：フルテキストHTMLジャーナルの場合は、参照の上にカーソルを
置くと、記事テキスト内の完全引用を表示することができます。

• 記事のメトリクス：記事が新しいSAGE JournalsサイトとAltmetric.comのスコア
で閲覧された回数を調べ、影響力を確認することができます。



より便利な機能
入門
SAGE Journalsのホームページ(http://journals.sagepub.com)にアクセスし、 「My 
Account」ボタンをクリックしてログインまたは無料の個人アカウントを作成します。

また、「My Tools」タブからアカウントを作成することもできます。登録プロセスでは、
新しいコンテンツアラートにサインアップしたり、「My Favorite Journals」のリスト作
成、検索を保存すると「My Saved Searches」を通じて検索条件に一致する新しいコ
ンテンツが公開された時にアラートを受け取ることができます。

注：SAGE Journalsプラットフォーム（2016年12月に開始）にまだアクセスしていな
い新しい個人アカウント所持者は、パスワードの更新が以下のリンク先で必要となり
ます。http://journals.sagepub.com/action/requestResetPassword

アカウントに関連付けられたメールアドレスを新しいユーザー名として使用します。

検索履歴

現在のセッション中に「Search History」機能にて以前の検索を再検索できま
す。 検索履歴にアクセスするには、検索結果ページの「Refine Search」をクリックし

「Search History」に移動します。

検索する用語を入力する際「Saved Searches」（「My Tools」を参照）を実行、編集、
追加または、用語をアラートとして保存します。

My Account

「My Account」ページでは
• 電子メールアドレスの変更
• 連絡先情報の編集
• パスワードの変更
• アラート、保存済み検索、お気に入りのジャーナル、およびマイアカウント機能のプ

ロファイル設定を管理することができます。

My Content

個人ジャーナル購読、サインアップした無償トライアルや無料アクセスオファー、およ
びペイパービュー記事の購入を閲覧することができます。



My Alerts

以下のアラートを受け取るためにサインアップしてください：
• 新しい記事、コンテンツがOnlineFirstとして公開された時や新しい目次 
 が利用可能な時のアラート
• お知らせ

Saved Searches

保存済み検索のリストを管理します。既存の検索を実行および削除できます。

My Favorite Journals

お気に入りのジャーナルを管理することで、SAGE Journalsによるブラウズと検索を
簡単にカスタマイズできます。



次世代のSAGE Journalsについてどうお考えですか？ グローバルオンラインサポー
トチームにお問い合わせください。 onlinesupport@sagepub.co.uk

journals.sagepub.com

図書館およびコンソーシアムに関する情報
機関アカウント
以下のリンクを含む購読者のヘルプとサービスを検索します。

• 機関管理者のユーザー名とパスワードの管理（My Account経由で）
• アカウント情報の編集
• IPアドレスの確認
• アクセス権の確認
• 使用状況レポートを実行
• アカウント管理者を追加または削除
• OpenAthens / Shibboleth IDの編集

SAGE Journals Packages

SAGE Journalsには、SAGEの様々な電子パッケージやコレクションを含むすべての
ジャーナルコンテンツが含まれています。 当社の電子製品・価格・購読オプションの
詳細についてはwww.sagepub.com/librariansをご覧ください。


