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1. 電気料金の変遷についての資料               365  540 
飯田 智美(専修大学図書館) 

調べ方 

【統計書】 
消費者物価指数を調べることで電気料金の変遷を調べることが可能です。 
 
『消費者物価指数年報』（総理府統計局）ISSN:02891336 
 ㈵-２ １０大費目別指数の動き 
 ㈵-３ 財・サービス分類指数の動き 
 ㈼   中分類指数 
それぞれの項目に電気料金、公共料金の記載があります。 
 
『消費者物価指数月報』（総務庁統計局）ISSN:0288920X 
中分類指数、財・サービス分類指数に電気料金、公共料金の記載があります。 
 
【インターネット】 
『統計局 HP』 
（http://www.stat.go.jp/data/cpi/） 
 都市階級・地方・大都市圏・都道府県庁所在市の電気料金の消費者物価指数を時系列で見

ることが可能です。 
 
『電気事業連合会 HP』 
（http://www.fepc.or.jp/library/data/infobase/） 
 電気事業のデータベースの INFOBASE 2012 に電気料金についての記載がありました。 
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2. CSR（企業の社会的責任）について調べる          335  336 
池田 貴裕(立教大学池袋図書館) 

調べ方 

立教大学池袋図書館で「CSR（企業の社会的責任）」について調べる。 
 
1.辞典で用語を知る 
 
■図書 
・『経営倫理用語辞典』日本経営倫理学会編，2008（B1F 西 参考図書／請求記号：NDC: 

335.15033 / N 71） 
  「経営倫理」辞典。研究者・学生や企業法務部・ＣＳＲ関係者の必携必備図書。 
 
・『国際経営経済用語辞典』共栄大学国際経営研究会編，2008（B1F 西 一般 C／NDC: 

335.033 / KY 2） 
 国際経営学・経済学を学習するうえで不可欠な用語を精選し、解説を加えたもの。 
 
・『MBA 国際マネジメント事典』青山学院大学大学院国際マネジメント研究科編 ; 伊藤文

雄, 堀内正博編集代表，2007（B1F 西 参考図書／NDC: 336.033 / A 58） 
 
 学術的な体系的な経営学を念頭に置いたものでなく、ビジネススクールの教育における

実務の視点からの間隙を埋めることを目的として、あくまでも授業等において手短に専門

用語の知識を得ることを目指したもの。 
 
■データベース 
・『Japan Knowledge Lib』  http://japanknowledge.com/library/ 
 日本大百科全書、Encyclopedia of Japan、情報・知識 imidas、現代用語の基礎知識、大

辞泉、プログレッシブ和英・英和中辞典、ランダムハウス英和大辞典、日国オンライン、

字通など。 
 学内 LAN からの利用 
 
・『聞蔵㈼ビジュアル for Libraries』 http://database.asahi.com/library2/ 
 「知恵蔵」… 社会の最新用語と基本用語を解説した現代用語事典。約 8,000 語を収録。 
 学内 LAN からの利用 
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2.図書を調べる 
 
■NDC 分類番号を使って書架で探す 
 
335.15 … 経営倫理.企業責任 
336  … 経営管理 
674   … 広告.宣伝 
 
■入門書を読む（一例） 
・『CSR 入門』小野桂之介著，2004（B1F 西 一般 C／NDC: 335.15 / O 67） 
 
・『CSR 入門 : 「企業の社会的責任」とは何か』岡本享二著，2004（1F 西 授業用テキス

ト(独研ビジネス)／B1F 北東 集密小型本／NDC: 335.15 / O 42） 
 
・『CSR 入門講座』（全 5 巻）日本規格協会（B1F 西 一般 C／NDC: 335.15 / C 94 / 1） 
 
■その他所蔵資料を OPAC 検索する（一例） 
・『社会貢献によるビジネス・イノベーション：「CSR」を超えて』塚本一郎, 関正雄編著，

2012（1F 西 授業用テキスト(独研 21 世紀)／NDC:335.15 / TS 54）"  
  

 調べ方 "・『NGO・NPO と「企業協働力」：CSR 経営論の本質』長坂寿久著，2011
（1F 西 授業用テキスト(独研 21 世紀)／NDC:335.15 / N 21） 

 
・『CSR 企業の社会的責任：事例による企業活動最前線』日本規格協会編，2004（B1F 西 

一般 C／NDC:335.15 / N 71） 
 
※他大学所蔵資料は DB『CiNii Books』を利用できる 
 http://ci.nii.ac.jp/books/ 
 
3.雑誌記事・論文から探す 
 
【CiNii Articles】データベース 
 日本の雑誌記事・論文のタイトルから検索可能。一部 PDF で閲覧可能。 
 http://ci.nii.ac.jp/   
 
【EBSCOhost (Buisiness Source Premier)】データベース 
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 使用キーワード：「corporation social responsibility」など 
 海外の2,300以上の主要雑誌からマーケティング、経営、MIS (経営情報システム)、POM、

会計、金融などのビジネスの主要分野の全文を網羅 
 http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=de008f71-85ed-4f11-adb5-
da8d15d90751%40sessionmgr4005&vid=1&hid=4207 
 学内 LAN からの利用 
 
4.主要専門雑誌から探す 
 
・『エコノミスト』1F 東 軽雑誌 
 
・『週刊東洋経済』臨時増刊「総覧」「四季報」のみ 1F 西キャリアコーナー、他の通巻号は

1F 東軽雑誌コーナーに配架 
 
・『週刊ダイヤモンド』1F 東 軽雑誌 
 
・『環境ビジネス : marketing』1F 東 軽雑誌 
 
・『日経エコロジー : Ecology』1F 東 軽雑誌（186 巻 2014.12 に CSR に関する記事あり） 
 
5.新聞記事から探す 
 
【聞蔵㈼ビジュアル（朝日新聞記事データベース）】 
 http://database.asahi.com/library2/ 
 
【日経テレコン 21（日経新聞記事データベース）】 
 http://vcampus.rikkyo.ne.jp/grp/libk/telecom21.html 
 
【毎索（毎日新聞記事データベース）】 
 https://dbs.g-search.or.jp/WMAI/IPCU/WMAI_ipcu_menu.html 
 
【ヨミダス歴史館（読売新聞記事データベース）】 
 https://database.yomiuri.co.jp/rekishikan/ 
 
 いずれも学内 LAN からの利用 
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6.企業の CSR レポートを読んでみる 
 
【OPAC で検索】 
⇒近年の CSR レポートは当館に所蔵されていないので注意 
 
【インターネットで検索】 
各企業ウェブサイトから CSR レポートの閲覧可能 
（例） 
・TOYOTA 「CSR 環境 社会貢献」 
 http://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/     
 
・富士フィルムホールディングス「CSR の取り組み」 
 http://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/index.html 
 
7.その他参考ウェブサイト 
 
・日本経済団体連合会「企業の社会的責任」 
 http://www.keidanren.or.jp/policy/csr.html 
 
・『東洋経済 CSR オンライン』 
 http://www.toyokeizai.net/csr/ 
 
・『CSR JAPAN』 
 http://www.csr-japan.jp/ 
 
・『CSR 図書館.net』 
 http://csr-toshokan.net/    
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3. 日本及び各国の失業率の比較データ           332  333 

碓田 賢一(明治大学和泉図書館) 
調べ方  
【日本の失業率について】 
 
平成 26 年度 経済財政白書 
R332/2//W 
 
日本経済 2103-014 
R332/26//W 
 
総務省統計局 
http://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.htm 
 
労働白書 
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/11-2/kousei-data/siryou/sh11010100.html 
 
【各国の失業率について】 
 
世界開発報告 2014 
R/333/18//W 
 
OECD 世界開発白書 2 
富のシフト世界と社会的結束 
R/333/49-2/ 
 
世界経済の潮流 
R/332/7//W 
 
世界経済・社会統計 2011 
R/330/112//W 
 
OECD 主要統計 
http://www.oecd.org/tokyo/statistics/ 
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THE World Bank 
http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS 
 
レポート等に比較データを載せる場合、各国における失業率を確認しておく必要がある。 
 
http://www.stat.go.jp/data/roudou/report/2006/dt/pdf/ref.pdf 
http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/2008/04/163-164_c2.pdf"  
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4. 震災復興支援・ボランティアについて調べる（本学の場合）        369  

太田 修造(明治学院大学横浜校舎図書館) 
 

調べ方  
自館での資料の探しかた 
0)資料の情報の新鮮さ 
  インターネット＞新聞＞雑誌＞図書 
 
1)キーワードの洗い出し 
すぐに検索ではなく、まずは関連キーワードの洗い出し（連想）をし、検索結果の幅を広げ

る。 
例：『震災』→大震災、地震 など 
 ：『復興支援』→援助、助成 など 
 
【データベース】 
・JapanKnowledge LIB 
・Britannica Online Japan 
・新書マップ 
 
2)文献検索 
【図書】→明治学院大学図書館 OPAC を利用 
＊検索結果（参考） 
・東日本大震災復興支援におけるボランティア・市民活動 / 「広がれボランティアの輪」

連絡会議編 東京 : 筒井書房（369.1：V94） 
・防災と復興の知 : 3・11 以後を生きる / 座小田豊, 田中克, 川崎一朗著 東京 : 大学出

版部協会（369.31：Z21） 
・東日本大震災からの復旧・復興と国際比較 / 福島大学国際災害復興学研究チーム編著 

東京 : 八朔社（369.31：F） 
・東日本大震災と NPO・ボランティア : 市民の力はいかにして立ち現れたか / 桜井政成

編著 京都 : ミネルヴァ書房（369.31：S15）  
・ボランティア奮闘記 : 若い力が未来を変える / 日本財団広報グループ編 東京 : 木楽

舎（369.31：N） 
・つくることが生きること : 東日本大震災復興支援プロジェクト / 中村政人,新堀学著

（369.31：T88）    
・若者たちの震災復興 / 『農山村再生・若者白書 2012』編集委員会編 東京 : 農山漁村文
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化協会（611.75：W14） 
・学生のパワーを被災地へ! : 「早稲田型ボランティア」の舞台裏 / 岩井雪乃著 東京 : 早

稲田大学出版部（369.31：I96） 
・奇跡の災害ボランティア「石巻モデル」 / 中原一歩著 東京 : 朝日新聞出版（369.31：

N16） 
・災害ボランティアの心構え / 村井雅清著 東京 : ソフトバンククリエイティブ（369.3：

M97） 
 
【雑誌】→CiNii Articles でキーワード検索（論文）のち、本学所蔵か否かを OPAC で検索

（雑誌） 
・「東日本大震災 : 災害支援ボランティア : 神戸学院大学の活動と課題」神戸学院大学経営

学論集 11(1), 235-249, 2014-09 / 神戸学院大学経営学会 
・「3.11 東日本大震災における災害ボランティアと地域再生の課題(<特集 1>東日本大震災

復興調査報告 その 4)」福祉のまちづくり研究 16(1), 20-24, 2014-03-15 / 一般社団法人

日本福祉のまちづくり学会（CiNii 上での閲覧可） 
 
【新聞】→紙媒体閲覧、データベース（DB）検索も一部可能 
・朝日新聞（DB あり） 
・読売新聞（DB あり） 
・毎日新聞（DB あり） 
・日本経済新聞（DB あり） 
・神奈川新聞など  
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5. バスケットボールの起源と国際試合出場禁止処分について調べる       783 

小川 佳菜子(日本体育大学図書館) 
調べ方  
【図書】 
Webcat Plus(連想検索機能など)・CiNii Books (大学図書館の本を探す)にて検索 
 
・J.ネイスミス『バスケットボール その起源と発展』日本 YMCA 同盟 1980  
≪ISBN: 4821502097 / 日体大所蔵あり / 請求記号: 783.1/N28≫ 
 
・水谷豊『バスケットボール物語 誕生と発展の系譜』大修館書店 2011 
 ≪ISBN: 9784469267099 / 日体大所蔵あり / 請求記号: 783.1/Mi97≫ 
 
・宮田覚造,折本寅太郎『籠球競技の指導』日本体育学会 1935  
 ≪ISBN: なし / 日体大所蔵あり / 請求記号: 783.1/Mi84≫ 
 
・松田妙子『私は後悔しない : 兵蔵とアニーの愛の生涯』主婦と生活社 1984  
≪ISBN: 4391107627 / 日体大所蔵なし≫ 
 
・水谷豊『白夜のオリンピック』平凡社 1986  
 ≪ISBN: 458282353X / 日体大所蔵あり / 請求記号: 780.28/O63≫ 
 
→1891 年アメリカにて J・ネイスミス氏によって考案。1908 年に日本に伝わる。国内外で

どのように発展してきたのかを調査できる。世界初のゲームのプレイヤー内に石川源三郎

氏という日本人がいたことを確認。 
 
【論文】 
CiNii Articles (日本の論文を探す)にて検索 
 
・水谷豊『バスケットボールの創成』体育学研究,50(3) 
 
・水谷豊『国際バスケットボール史に関する一考察 FIBA 誕生までの経緯』桐朋学園短期

大学「紀要」(20) 
 
【新聞 web】 
・朝日新聞(聞蔵㈼ビジュアル) 
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・毎日新聞(毎日 News パック) 
 
・読売新聞(ヨミダス文書館) にて検索 
 
→一連の騒動(FIBA 加盟資格停止および国際試合出場禁止処分)の新聞報道を閲覧可能。 
 
【HP】 
 
・公益財団法人日本バスケットボール協会 http://www.japanbasketball.jp/ 
→国際バスケットボール連盟(FIBA)より FIBA 加盟資格停止および国際試合出場禁止処分

を受けた経緯とその対応について閲覧可能。また国内外のバスケットボール組織(47 都道府

県協会・各種連盟・認定団体・FIBA・五大陸（地域）連盟)へのリンクも可能。  
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6. 就職活動支援                           377  
鬼沢 恵子(桜美林大学図書館) 

調べ方  
この手引きは桜美林大学で就職情報を入手する上で役に立つ資料や情報の一部紹介してい

ます。資料はほぼ「本館 3F 資格就職」コーナーに設置されていますが、それ以外の場合は

資料の場所を付与しています。 
 
就職活動に関する資料（図書、雑誌等）は毎年更新されるものが多いため、最新のものを参

照してください。 
 
ここであげた発行年や ISBN の無いものは毎年更新されるものです。 
※HP は 2015/02/09 時点で確認済 
 
---------------------------------------------------------------- 
☆ 図書館で就職活動 ☆ 
 
◇就職活動について調べる 
そもそも就職活動とはどんなものなのか、何をするのかを理解できる。 
 
・『こう動く!就職活動オールガイド』 成美堂出版編集部編 成美堂出版 
・『イラスト図解！就職活動ワークブック』 鶴野充茂著 日本能率マネジメントセンター 
・『就職活動のすべて[DVD]』 日本経済新聞社 2007 
   (情報メディア室 V366.29/SYU）ISBN:9784532485450 
・『大学生の就職活動 : 学生と企業の出会い』 安田雪著 中央公論新社 1999 
 （本館 5F 文庫新書 CS/1462）ISBN:4121014626 
・『大学生のためのキャリアデザイン入門』 岩上真珠編 有斐閣 2014 （本館 4F 和 

377.9/I93) 
   ISBN:9784641174009   
   
◇仕事の種類を調べる 
 
・『なるには Books シリーズ』 ペリカン社 
ある特定の職業に就くためにはどうすればよいかがわかる。業界の裏情報も記載されて

いる。 
・『13 歳のハローワーク』村上龍著 幻冬舎 2003 （本館 4 階 F 和 366.29/Mu43）

ISBN:9784344018020 

12 



調べ方マニュアル：2014 年度研修分科会 

雇用の現状を網羅した仕事の百科全書。児童向けに書かれているが、大人でも参考になる。 
 
◇必要な資格を身につける 
 
本館 3F 資格就職コーナーには諸資格の問題集やテキストを利用して学習。 
例：TOEIC・英語検定・中国語検定などの語学試験対策 
  CA 客室乗務員＆グランドスタッフ筆記試験問題集 
  eco 検定、IT パスポート検定などの情報処理資格 
 
◇自己分析を行う 
 
これまで自分が行ってきたことや強みなどを分析し、どのようなところが仕事に役立てる

のかを洗い出す。 
 
・『自己分析の「正解」が分かる本：就活』才木弓加著 実務教育出版 
・『就活必修!1 週間でできる自己分析 エントリーシート・面接で失敗しない方法』 
  坪田まり子著 さくら舎 2012 ISBN:9784906732128  
・『自己分析とキャリアデザインの描き方』 杉村太郎著 ダイヤモンド社 
 
◇業界の動向を調べる 
 
・『最新業界地図』 成美堂出版 
・『会社四季報業界地図』 東洋経済出版社 
・『図解革命！業界地図最新ダイジェスト』 一橋総合研究所  
・『日経業界地図』 日本経済新聞社 
・『世界一わかりやすい業界と職種がわかる本』 イノウ編著 自由国民社 
様々な業界構造が 1 冊で図解されている。関心のある業界にどんな企業が携わっているか、

幅広い視点で見ることができる。 
・『産業と会社研究シリーズ』 産業社 
業界別に分かれているため、上記書籍より詳細に業界を知ることができる。 
 
◇用語調査 
 
・『JapanKnowledge』[オンラインデータベース] 
各種事典・辞書だけでなく、用語集やコラム・記事など、様々な情報を一度に横断検索でき

る。 
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◇読書 
 
採用試験の面接時、これまでの読書を問われる場合があるため、あらかじめ備えておく。本

学図書館に資料がない場合、町田市立図書館や相模原市立図書館で資料を借りることもで

きる。 
・桜美林大学図書館 HP − http://www.obirin.ac.jp/library 
・町田市立図書館 HP − http://www.library.city.machida.tokyo.jp/opac/index.html 
・相模原市立図書館 HP − http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/index.html" 
   
◇会社について調べる 
 
企業 HP には掲載されていない離職率や平均賃金などのデータを掲載。 
・『会社四季報』 東洋経済出版社 
・『会社四季報 未上場会社版』 東洋経済出版社 （本館 1F ZJS/K2356） 
・『就職四季報』 東洋経済出版社 
 
◇時事情報の収集 
 
[新聞記事データベース]・・学内 PC から図書館 HP へアクセスして利用 
・『聞蔵２』 朝日新聞社 
・『ヨミダス歴史館』 読売新聞社 
・『毎索』 毎日新聞社 
・『日経テレコン』 日本経済新聞社 
 
[新聞]・・本館 1F 
・国内新聞（朝日新聞/読売新聞/毎日新聞/日本経済新聞など） 
・業界新聞（ブライダル産業新聞など） 
社説はもちろん、採用試験を受ける業界の紙面を毎日読んでおくと面接や小論文を課され

る企業の採用試験に役立つ。また新聞社によっては就職活動に向けた連載記事もある。（例：

ヨミダス歴史館：就活 ON） 
 
[雑誌]・・本館 1F 
就職活動に関する記事や業界の時事についての特集が組まれていることがある。また業界

誌の場合は採用試験時のポイントも明記されている。 
・『エコノミスト』 毎日新聞社 ISSN:00130621 
・『週刊ダイヤモンド』 ダイヤモンド社  
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・『週刊東洋経済』 東洋経済新報社 ISSN:09185755 
・『週刊ホテルレストラン』 オータパブリケイションズ 
・『日経ビジネス』 日経マグロウヒル社 ISSN:00290491 
・『Airline』 イカロス出版 
・『月刊エアステージ』 エアネット 
 
 [図書] 
キーワードを理解することによって時事の把握が新聞や雑誌を追うよりも容易。過去の流

れを追いやすい。 
・『朝日キーワード就職』 朝日新聞社編 朝日新聞社 
・『天声人語：英文対照』 朝日新聞論説委員室編 原書房 （本館 5F 和 837.5/A82） 
・『日経キーワード重要 500』 日経産業消費研究所編著 日経事業出版社 
 
◇就職試験に関する情報を集める 
 
[エントリーシート・履歴書対策] 
・『通るエントリーシートの法則』 福沢恵子著 日経 HR 
・『絶対内定 2016 エントリーシート・履歴書』 杉村太郎著 ダイヤモンド社 2014 
ISBN:9784478028773 
 
[筆記・テスト] 
各企業によって採用している様式やテストが異なるため、事前調査が必要。企業が課すテス

トの形式に応じて傾向と歳策を練る。 
・『これが本当のSPI3だ！』 SPIノートの会編著 洋泉社 2014 ISBN:9784800301895  
・『Web テスト＆筆記試験の完璧対策』 内定ロボット著 日経 HR 
・『CAB・GAB 完全対策』 就活ネットワーク編 実務教育出版 
 
[面接] 
面接の形態や多く質問されている質問事項が掲載されている。面接前に一読しておいたり、

事前に回答を用意するのに便利。 
・『面接の達人：面接・エントリーシート問題集』 中谷彰宏著 ダイヤモンド社 
・『面接の達人：バイブル版』 中谷彰宏著 ダイヤモンド社 
・『就活の日本語：国語の授業で習わない!』 就活ナレッジ研究所編 実務教育出版 2012 
ISBN:9784788982666 
 
◇読みたい資料がない 
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・他大学から取寄せる 
図書館の外に持ち出すことはできないが、著作権の範囲内でコピーが可能。本館 3F レファ

レンスカウンターへ相談。 
・購入希望（リクエスト）をする 
図書館 HP のマイライブラリから購入希望を提出することができる。学年によって年間申

込み可能冊数が異なるため注意。申込みをしてから約 2〜3 週間程度で貸出可能となる。 
 
☆ 大学内で情報収集 ☆ 
 
◇大学の就職支援相談センターへの相談 
 
担当のキャリアアドバイザーにエントリーシートの書き方、業界の動きなどを相談できる。 
 
◇インターンシップ 
 
・就職支援相談センター前の掲示板にあるインターンシップ募集に応募 
気になる業界を体験しておくと、実際自分がその職業に就いたときとのミスマッチを防ぐ

ことができる。また現場の方の話を聞くことで、試験の内容や対策についても聞くことがで

きる可能性あり。 
 
◇OB/OG 訪問 
 
・教員やサークルなどで紹介される場合あり。 
採用試験が進まないと訪問が認められない場合もあるため、事前の調査が必要。 
 
☆ 大学の外から情報収集 ☆ 
 
◇就職に関するサイトへの登録 
 
エントリーおよび採用試験の結果通知はこれらからのみ行うという企業が増加。自分のニ

ーズにマッチした企業の検索も簡単に行える。しかしこの就職サイトには掲載されない企

業も多数存在するため、サイトの情報のみでの企業情報収集を行うのが良い。 
・エンジャパン − http://gakusei.en-japan.com/ 
・ダイヤモンド就活ナビ − https://navi15.shukatsu.jp/15/ 
・日経就職ナビ − https://job.nikkei.co.jp/ 
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・マイナビ −http://job.mynavi.jp/ 
・リクナビ − http://www.rikunabi.com/ 
・みんなの就職活動日記 − http://www.nikki.ne.jp/    
 
◇就職フォーラムへの参加 
 
「懇親会」「就活相談コーナー」「企業セミナー」「業界研究」などが開かれている。企業に

よってはフォーラムで開催されている「企業セミナー」を聞くことがエントリーの必須条件

になることもある。 
 
◇職業適性を調べる 
 
自分がどのような職業に向いているかが客観的にデータでわかる。 
・有料、無料の職業適性検査 
 
◇企業の HP 
 
IR 情報・企業情報・採用情報から会社の状況・求める人材を見極め、自分のやりたいこと

とのミスマッチを防ぐ。また採用時期も確認。  
   
参考資料  
東洋経済新報社 , 東洋経済新報社. 会社四季報業界地図 2015 年版. 東洋経済新報社, 2006. 
 
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000001-I057978428-00||9784492973233;杉村太郎 , 熊谷

智宏 著. 絶対内定 2016-[2] (エントリーシート・履歴書). ダイヤモンド社, 2014. 
 
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I025729110-00||9784478028773;中谷彰宏 著. 面
接の達人 2015-[2] (面接・エントリーシート問題集). ダイヤモンド社, 2013. 
 
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I024847159-00||9784478026045  
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7. ＜1年生向け＞レポート作成支援                          007 816 
熊澤 和美(和光大学附属梅根記念図書・情報館) 

調べ方  
図書館の利用方法、情報の検索方法といったレポート作成の準備段階の支援は、講座やゼミ

訪問で多く実施している。 
ここでは、得た情報をどのように整理しレポート作成に活かすか、また作成段階で必要とな

る知識をまとめておく。 
 
■情報を整理する 
 
・『「過情報」の整理学 : 見極める力を鍛える』/ 上野佳恵著 中央公論新社, 2012.1

（002.7//64）ISBN:9784121100085 
・『文献検索と整理 : パソコンとインターネットをどう利用するか』/ 諏訪邦夫著 改訂第

2 版 克誠堂出版, 2002.4（007.5//45a）ISBN: 4771902488 
・『思考・発想にパソコンを使うな : 「知」の手書きノートづくり』 / 増田剛己著 幻冬舎, 

2009.5（081/G1/127）ISBN: 9784344981263 
・『和田式超情報整理術』/ 和田秀樹著 新講社, 2008.8（007.5//143）ISBN: 9784860812249 
・『入門メモの技術 : 情報・企画の達人がやっている』/ 長崎快宏著 大和出版, 1996.10

（002.7//10）ISBN: 480471415 
・『情報整理法の第一歩 : 使うための保存と評価』（新・図書館の達人 4）/ ポルケ, 桜映画

社製作 紀伊國屋書店, c2002（VHS010//4-4） 
 
■基礎知識 
 
≪句読点、符号などの使い方≫ 
・『句読点、記号・符号活用辞典。』 / 小学館辞典編集部編 小学館, 2007.9 （R801.9//2） 

ISBN:9784095041766 
・『文章は、句読点で決まる！』  / 大類雅敏著 ぎょうせい , 1990.8 （811.7//3）

ISBN:4324023336 
・『日本語表記ルールブック : 漢字・仮名 外来語 数字 句読点 括弧類』 第 2 版 / 日本エ

ディタースクール編集 日本エディタースクール出版部 , 2012.3 （811/18）

ISBN:9784888883979 
≪数え方≫ 
・『知っているようで知らないものの数え方：目からウロコの助数詞もの知り辞典』 / こと

ばの文化研究会編 日本文芸社, 2008.8 （815.2//7）ISBN:9784537256116 
・「数え方の辞典」 ジャパンナレッジ Lib ※学内限定ＤＢ 
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≪言葉の使い方≫ 
・『日本国語大辞典』 / 小学館国語辞典編集部編集 小学館, 2006 （R813.1//53） 
・『類義語使い分け辞典：日本語類似表現のニュアンスの違いを例証する』 / 田忠魁、泉原

省二、金相順 研究社出版, 1998.8 （R813.5//10）ISBN:4767430232 
・『ちがいがわかる類語使い分け辞典』 / 松井栄一編 小学館, 2008.4 （Ｒ813.5//17）

ISBN:9784095041773 
・『反対語対照語辞典 : 活用自在』 / 反対語対照語辞典編纂委員会編 柏書房, 1998.6 

（R813.5//9）ISBN:4760116532 
 
■レポート作成方法 
 
・『知へのステップ : 大学生からのスタディ・スキルズ』 第 3 版 / 学習技術研究会編著 く

ろしお出版, 2011.4 （377.15//107）ISBN:9784874245101 
・『コピペと言われないレポートの書き方教室：3 つのステップ：コピペから正しい引用へ』 

/ 山口裕之著 新曜社, 2013.7 （816.5//115）ISBN:9784788513457 
・『論理性を鍛えるレポートの書き方』  / 酒井浩二著 ナカニシヤ出版 , 2009.10  

（816.5//90）ISBN:9784779503818 
・『論理的な文章の書き方が面白いほど身につく本 : 「わかりやすい文章」を書くための基

本ポイント 35 : ポイント図解』 / 西村克己著 中経出版, 2011.8 （816//158）
ISBN:9784806141532 

・『文章力と文書力の超・基本 : いちばん親切でわかりやすい！』 / 杉本祐子著 主婦の友

社, 2010.5 （816//148）ISBN:9784072713198 
・『研究ってなんだろう : はじめて取り組むあなたのための論文作成ノート』 / 梅野潤子著 

高菅出版 2013.10 （816.5//117）ISBN:9784901793650 
・『文章力の「基本」が身につく本 : 伝わる文章が書ける 76 の簡単テクニック』 / 山崎政

志著 学研パブリッシング 2012.7 （816//165）ISBN:9784054053892 
・『レポート・論文を書こう! : 誰にでも書ける 10 のステップ』（情報の達人 ; 第 3 巻）/ ポ

ルケ製作 紀伊國屋書店,c2007.2（DVD010//1-3） 
 
■著作権について  
 
・『レポート・論文作成のための引用・参考文献の書き方』 / 藤田節子著 日外アソシエー

ツ, 2009.4 （816.5//88）ISBN:9784816921797 
・『学術論文のための著作権Ｑ＆Ａ 著作権法に則った「論文作法」』新訂２版 / 宮田昇著 東

海大学出版会, 2008.2 （021.2//77ｂ）ISBN:9784486017820 
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■Word、Excel の使い方 
 
・『論文・レポート作成に使う Word 2013 活用法 : スタイル活用テクニックと数式ツール

の使い方』  / 相澤裕介著  カ ットシステム , 2013.11  （ 007.67//763-13 ）

ISBN:9784877833152 
・『Word & Excel マスターブック』 / 吉田弘子, 伊東知代子, 山田あゆみ著 マイナビ, 

2013.5 （007.67//807）ISBN:9784839947156 
・『論文を書くための Word 利用法 : 文書も頭も構造化する』 / 上山あゆみ著 くろしお

出版, 2009.3 （816.5//87）ISBN:9784874244357 
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8. 管理栄養士関連の電子資料                                     498 596 
佐久間 浩恵(東京聖栄大学図書館) 

調べ方  

【社会・環境と健康 / 公衆栄養学】 
 
e-stat（総務省統計局）  
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do 政府統計ポータルサイト 
 
国民健康・栄養調査(食育・栄養対策 厚生労働省) 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/index.htm
l 調査資料 
 
【人体の構造と機能及び疾病の成り立ち】 
 
メルクマニュアル  
http://merckmanual.jp/mmpej/index.html 医学百科事典 
 
【食べ物と健康】  
 
・調理学 
栄養と料理(女子栄養大学)  
http://eiyotoryori.jp/ （昭和 10 年〜平成元年） デジタルアーカイブ 
 
・食品学 
分 析 方 法 簡 易 フ ロ ー チ ャ ー ト （ 日 本 食 品 分 析 セ ン タ ー ）

http://www.jfrl.or.jp/bunsekiflow/index.html 
日本化学物質辞書(JST)  
http://nikkajiweb.jst.go.jp/nikkaji_web/pages/top.html 
J-GLOBAL(JST)  
http://jglobal.jst.go.jp/ 化学物質検索 
 
・食糧・農業 
農林水産省統計情報  
http://www.maff.go.jp/j/tokei/index.html  
 
Agropedia  
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http://www.agropedia.affrc.go.jp/top  農林水産研究総合ポータルサイト 
 
Agriknowledge  
http://agriknowledge.affrc.go.jp/ 日本農学文献記事索引(jasi)検索 
 
・食文化 
「 FOOD  CULTURE 」 ( キ ッ コ ー マ ン 国 際 食 文 化 研 究 セ ン タ ー )  機 関 紙 

http://www.kikkoman.co.jp/kiifc/publication/index.html 
 
【基礎栄養学】 
 
食品成分データベース（文部科学省）  
http://fooddb.mext.go.jp/  
 
日本食品標準成分表(文科省)  
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/ 
 
日本人の摂取基準(厚生労働省)  
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/syokuji_kijyun.html 
   
【応用栄養学】 
 
健康日本 21  
http://www.kenkounippon21.gr.jp/ ポータルサイト 
 
健康・体力づくりと運動に関するデータベース (健康体力づくり事業財団)  
http://exdb.health-net.or.jp/index.html 運動療法関連文献目録 
 
【栄養教育論】 
 
健康づくりに向けた「食育」取組データベース(国立健康栄養研究所)  
http://www.nutritio.net/shokuiku/toroku/ 各自治体の取り組みの検索が可 
 
【臨床栄養学】 
 
特別用途食品・栄養療法エビデンス情報（国立健康栄養研究所）  
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http://fosdu.nih.go.jp/ ポータルサイト・診療ガイドライン他検索可 
 
健康食品データベース（東京都薬剤師会） 
http://www.kenshoku-toyaku.jp/ 商品名検索可 
 
「健康食品」の安全性・有効性情報（国立健康栄養研究所）  
https://hfnet.nih.go.jp/ エビデンスあり 
 
食事療法のすすめ方（東京都病院本部） 
http://www.byouin.metro.tokyo.jp/eiyou/  栄養量記載のレシピ有 
 
ＰubMed  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed MEDLINE 検索 
 
【給食経営管理論】 
 
食品安全総合情報システム(食品安全委員会)  
http://www.fsc.go.jp/fsciis/ 食品安全委員会収集資料の検索  
 
食品等事業者の衛生管理に関する情報(厚生労働省)  
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/01.h
tml  
 
HACCP 関連情報データベース（食品産業センター）  
http://www.shokusan.or.jp/haccp/  安全管理のポータルサイト    
 
備考 

管理栄養士学校指定規則(第 2 条 10)別表に掲げる教育内容に則った分類で、フリーアクセ

スの電子資料をまとめました。 
 
記載アドレスの最終アクセスはすべて 2014 年 12 月 1 日です。 
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9. 万葉集の歌の校異の調査                                             911  
櫻井 真理子(明治大学和泉図書館) 

調べ方  

【事例】学生が万葉集に関するレポートを作成するため来館。必要な資料を探す参考文献を

提案。 
 
【質問①】 
 
「万葉集 巻 5、歌番号 850 の歌について」 
 
「うばひて」の「ば」は「婆」で表記されているが、「梅の花」の「は」では「波」の表記

を用いるのは何故か？ 
 
雪の色を うばひて咲ける 梅の花 今盛りなり 見む人もがも 
 
(上記の表記は、萬葉集注釋/澤瀉久孝著/中央公論社刊/1955-77〜より抜粋) 
 
①レファレンスブックを参照 
 
 「萬葉集注釋」及び「校本萬葉集」、によると  
 
 『「婆」の字は、西(西本願寺本萬葉集)、陽(陽明文庫本萬葉集)、矢(大矢本萬葉集)、京(京
大本萬葉集)では「波」とある。ハバの清濁は混同がある が、假名の用字に不注意になっ

た後の變字と思われる』/萬葉集注釋巻第五より一部抜粋 p.p.153 
 
 萬葉集で使われる文字の表記の校異(各古寫本の校異)は、諸本が作られた時代による。 
 
 この本(底本となる古寫本)での表記文字の校異となる背景については下記の文献を一部

紹介するに代える。 
 
○万葉仮名でよむ『萬葉集』/石川九楊著/岩波書店 
○[必携]万葉集を読むための基礎百科/神野志隆光編/學燈社 
 
【質問②】 
 
「各底本、注釈本等で使われる略字について」 
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略字がどの本を指すかが不明の場合、各本のはじめの使用例にて紹介されている場合が多

いので、そちらを確認させる。また、その本に略字の紹介が無い場合、「萬葉集注釈」の各

巻の始めに記載があるので、そちらを参考にする。 
(※あくまで萬葉集注釈内での略字の方法） 
   
参考資料 
石川九楊 著 , 石川, 九楊, 1945-. 万葉仮名でよむ『万葉集』. 岩波書店, 2011. 
 
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000011106052-00||9784000248105;神野志  隆

光／編 , 神野志隆光. ＜必携＞万葉集を読むための基礎百科 : 「万葉集」がわかる、面白

くなる。. 学燈社, 2003. 
 
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000001-I000355252-00||431200546X;佐佐木, 信綱, 1872-
1963 , 佐々木信綱 等編. 校本万葉集 巻第五. 校本万葉集刊行会. 
 
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000039-I002203544-00;上代語辞典編修委員会 編. 時代別

国語大辞典 上代編. 三省堂, 1967. 
 
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001104084-00 
    
備考  

上記に上げた参考資料以外にも，萬葉集関係の文献は多種多様あります。 
どの本に当たれば見当がつかない場合、タイトル検索やキーワード検索の他に、 
“必携〜”、“研究書要覧(研究書の一覧が掲載されている本)”のようなレファレンスブック

にあたると良い。また、ネットにて参照できるデータベースもある。 
 
①http://www.manyou.gr.jp/SMAN_1/ 
②http://infux03.inf.edu.yamaguchi-u.ac.jp/~manyou/ver2_2/manyou.php"   
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10. 判例の調べ方                                                    320 
 篠塚 瑞葉(法政大学 市ヶ谷図書館)  

調べ方  

 

① 冊子体で調べる 
・「判例時報」 
  主要な最高裁判例および重要な下級審判例の全文を掲載。月 3 回発行。 
  毎月 1 日号には別冊として「判例評論」が綴じ込まれている。 
 
・「判例タイムズ」 
  法律実務家向けに全国の判例情報および論文を掲載。月刊。 
 
・「ジュリスト」 
  法律に関する雑誌。月刊。 
  時の判例シリーズでは、事件に関する事実、要旨、解説または評釈を掲載。 
  「別冊ジュリスト」では関係法令によった判例を、事実の要旨、判旨、解説で紹介。 
 
・「法学セミナー」 
  法律に関する雑誌。月刊。同誌コーナー「最新判例演習室」では最新の判例を掲載。 
 
② 電子媒体で調べる 
 a.インターネット 
  〈網羅的〉 
 ・裁判所ホームページ 裁判例情報 
  http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1 
  最高、高等、下級、行政事件、労働関係、知的財産権の判例集から検索可能、統合検索

も可能 
 
  〈労働〉 
 ・労働委員会関係 命令・裁判例データベース 
  http://web.churoi.go.jp/ 
  不当労働行為をめぐって争われた事件に関し、各労働委員会から発せられた命令、労働

委員会関係の判決等の情報を収録 
 
 ・全国労働基準関係団体連合会 労働基準関係判例検索 
  http://www.zenkiren.com/jinji/top.html 
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  労働基準法に関連する裁判例を、各種判例集および原典等より調査収集して加工し収

録 
 
 ・労働保険審査会 主な裁決例 
  http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/04.html 
 
  労働保険審査会が行った主取消裁決、棄却裁決、却下裁決等を収録 
 
  〈消費者〉 
 ・国民生活センター 消費者問題の判例集 
  http://www.kokusen.go.jp/hanrei/index.html 
  消費関連の判例のうち参考になるものを収録 
 
  〈情報公開・個人情報保護〉 
 ・総務省 情報公開・個人情報保護関係答申・判決データベース 
 
  http://koukai-hogo-db.somu.go.jp/ 
  行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法、行政機関個人情報保護法、独立行政

法人等 
  個人情報保護法に基づき行政機関の長又は独立行政法人等が行った開示決定等に対し、 
  不服申立て又は取消訴訟等が提起された事案について、情報公開・個人情報保護審査会

がした答申及び裁判所が言い渡した判決を収集・分析 
 
  〈独禁法〉 
 ・公正取引委員会 審決等データベースシステム 
  http://snk.jftc.go.jp/ 
  独占禁止法等に係る審決(審判官の最終判断)等が検索可能 
 
  〈税金〉 
 ・国税不服審判所 採決事例全文の調べ方 
  http://www.kfs.go.jp/annai.html 
  国税不服審判所で行った裁決のうち、法令の解釈・適用について先例性があると認めら

れるものを収録 
 
  〈保険・国民年金〉 
 ・厚生労働省 社会保険審査会 裁決例一覧 
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  http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/04.html 
  健康保険、船員保険、厚生年金保険および国民年金の給付等の処分第 2 審の主な裁決

例を収録 
 
  〈特許〉 
 ・特許電子図書館 審判検索 
  http://www.ipdl.inpit.go.jp/Shinpan/shinpan.htm 
  審決各種公報、 特許・実用新案の付与後異議決定公報及び判決公報のほか、 
  審決取消訴訟判決集(1997 年 3 月〜1999 年 3 月発行分)を収録 
 
  〈海難〉 
 ・海難審判所 裁決の閲覧について 
  http://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu.htm 
  海難審判所が言い渡した裁決と海難審判庁が旧海難審判法に基づき言い渡した裁決を

収録 
  1949 年 8 月〜2010 年 12 月までの裁決は公益財団法人 海難審判・船舶事故調査協会

の裁決録検索システム 
  http://www2.maia.or.jp/list.php 
 
  〈不動産〉 
 ・不動産適正取引推進機構 RETIO 判例検索システム 
  http://www.retio.or.jp/case_search/search_top.php?q=1 
  機関誌『RETIO』に掲載された不動産に関する判例を収録 
 
 b.オンラインデータベース(要契約) 
 ・D1-Law.com 
  約 22 万件の判例とそれを理解するための要旨、解説のほか、幅広い法情報を収録 
  法令、判例、文献情報を体系的に分類・整理して収録 
 
 ・Lexis AS ONE 
  公式判例集および判例・法律雑誌（判例タイムズ等）に掲載された判例が検索可能 
  法令・判例だけでなく行政情報、立法情報等網羅し、リーガル関連の情報を横断的に収

録 
 
 ・WESTLAW JAPAN 
  法令、判例、審決等、書籍・雑誌、文献情報、ニュース記事を過去から最新情報まで収
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録 
 
③ その他 
・最高裁判所図書館 
 法律専門書を中心に所蔵、判例集も多数 
 
・裁判所・検察庁 
 データベース検索しても見つけられない、雑誌や判例集にも掲載されていない判例の閲

覧を希望する場合、民事は裁判所で、刑事は第一審の検察庁で裁判記録を閲覧することが

可能(許可が出れば) 
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11. 絶滅危惧種について知りたい                             462 480 
 鈴木 菜海(日本獣医生命科学大学 図書館)  

調べ方  

・絶滅危惧種に指定されている生物を知る 
 
・参考図書 
  ・『世界の絶滅危惧生物図鑑 : IUCN レッドリスト』IUCN 編 ; 岩槻邦男, 太田英利訳, 

丸善出版, 2014.ISBN:9784621087640 
  ・『動物世界遺産 レッド・データ・アニマルズ(1.ユーラシア、北アメリカ)』小原秀雄 [ほ

か] 編著. 講談社, 2000.ISBN:4062687518 (シリーズ) 
  ・『改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物 : レッドデータブック(1.哺乳類)』環境庁

自然保護局野生生物課編集, 自然環境研究センター, 2000. ISBN:4915959732(シリー

ズ) 
 
・ウェブページ 
   ・RDB 図鑑 http://www.sizenken.biodic.go.jp/rdb/ 
   ・絶滅危惧動物図鑑 http://www.konicaminolta.jp/kids/animals/ 
 
・絶滅危惧種に関連する資料を探す 

・ 図書･･･OPAC で検索 
 検索ワード：絶滅、絶滅危惧、ワシントン条約、種の保存、野生動物、個別の動物

名･･･ 
 （例） 
・ 『絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 : 法令・通知・資料. 』

環境庁野生生物保護行政研究会編集. 中央法規出版, 1993. ISBN:4805811196 
・ 『絶滅危機生物の世界地図.』 Richard Mackay [著]/武田正倫, 川田伸一郎訳. 

2005.ISBN:4621076434 
・ 『絶滅危惧の生きもの観察ガイド, 東日本編, 西日本編.』 川上洋一著. 東京堂出版, 

2009-2010.ISBN:9784490206760(東日本編);9784490206777 (西日本編) 
・ 『ナショナルジオグラフィックの絶滅危惧種写真集. 』ジョエル・サートレイ著/嶋

田香訳. P ヴァイン・ブックス, 2011.ISBN:9784860204228 
・ 『ツシマヤマネコ : 絶滅危惧種 絶滅の危機に瀕する対馬の愛しき野生動物たち. 』

久田雅夫写真・文, 風人社, 1992. ISBN:4938596044 
・ 『私たちの暮らしを支える世界の生物多様性 : 日本の野生生物取引のいま. 』石原

朋 子  [ ほ か ] 著 . ト ラ フ ィ ッ ク イ ー ス ト ア ジ ア ジ ャ パ

ン,2010.ISBN:9784915613210 
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・ 『動物たちの箱船 : 動物園と種の保存.』 コリン・タッジ著/大平裕司訳. 朝日新聞

社, 1996.ISBN:4022569980 
 
 
 ・雑誌 
  (例) 
    ・「獣医畜産新報」文永堂書店, 1949-.ISSN:04470192 
        特集 ツシマヤマネコにおける域外保全の科学 2012, Vol. 65 No. 3 
    ・「Japanese journal of zoo and wildlife medicine/日本野生動物医学会」日本野生動

物医学会, 1996.2-.(ISSN:13426133) 
        特集 稀少鳥類の飼育・繁殖と野生復帰 1999, Vol. 4, Issue 1, 
   ・論文検索システムでの検索 
       タ ブ で 論 文 検 索 を 選 択 し て キ ー ワ ー ド を 入 力 

http://jisvr02.nvlu.ac.jp/drupal/?q=ja 
 
・その他最新の動向を知る 
 生物多様性情報システム http://www.biodic.go.jp/J-IBIS.html 
 EIC ネット http://www.eic.or.jp/ 
  IUCN 日本委員会 http://www.iucn.jp/ 
  WWF ジャパン https://www.wwf.or.jp/ 
  生物・生態系環境研究センター http://www.nies.go.jp/biology/index.html 
 
 このほか地域の環境保全や野生動物に対する取組みが各自治体の報告書やホームーペー

ジなどに掲載されている。 
 
※ウェブページ確認：2014 年 12 月 1 日    
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12. リニアモーターカーについて調べてみたい                        546  
 猶江 敦之(東京都市大学 世田谷キャンパス図書館)  

調べ方  

リニアモーターカーの仕組みや研究について詳しく調べてみたい。自館 OPAC で『リニア

モーターカー』をキーワードに検索をしても検索結果が少ない。もっと多くの資料をみてみ

たい。 
 
1.OPAC の検索結果をより活用しよう 
 OPAC で『リニアモーターカー』を検索すると 6 件の資料が表示。その中の 1 冊の資料

情報から検索結果を広げる。 
 （例）検索結果『図解・先端技術はこうなっている : リニアモーターカーのすべて』の詳

細を表示。 
    『書誌詳細』の『分類標目』にある『NDC:546』をクリックする。 
 
2.雑誌記事を検索してみよう 
 雑誌記事の内容を検索するデータベース『magazineplus』を利用（OPAC と連携し所蔵

雑誌かわかるため）。 
 （例）検索結果『リニアモータカーの 25 年後』の記事は『電気学会誌』に掲載。 
    OPAC より電子ジャーナルが利用できることがわかる。 
 
3.学術的キーワードを指定し検索する 
 リニアモーターカーの概要を調べ、検索キーワードを広げる。その検索キーワードを利用

して OPAC やデータベースで検索する。 
 （例）データベース『Japanknowledge』でリニアモーターカーを検索。日本大百科全書

(ニッポニカ)の検索結果に用事される関連項目を利用。 
 （例）データベース『J-GLOBAL』でリニアモーターカーを検索。シソーラス map を利

用する。 
 （例）本学『研究室ガイド』よりリニアモーターカーの研究により近い電気機器研究室の

案内からキーワードを策定。 
 ※主な論文検索データベース 
 CiNii Articls：学協会で発行された学術雑誌と大学等で発行された研究紀要の両方を検索。 
 J-STAGE：国内発行の科学技術および医学関係の全文データおよび論文情報。 
 JDreamIII：国内外の科学技術文献を網羅的に収録した文献情報データベース。 
 Scopus：全分野（科学・技術・医学・社会科学・人文科学）、世界 5,000 社以上の出版の

抄録・引用文献データベース。 
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13. 「演説・スピーチ」を動画で見る                                  809 

 根本 杏奈(立教大学 池袋図書館)  
調べ方 

「演説・スピーチ」を動画で見る。 
ここでは、有名演説を動画で確認できるサイトや図書を紹介します。 
 
★★★★★★★★インターネット情報を閲覧する際に気を付けること★★★★★★★★ 
下記サイトをご確認ください。 
 
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/enduser/security02/index.htm
l（2015 年 2 月 2 日確認） 
 
■総理大臣・大統領================================================== 
各国総理大臣・大統領のスピーチの様子は各国が運営する政府公式サイトに掲載されてい

ることが多い。 
 
例） 
【総理大臣演説】 
細川元総理大臣以降の総理大臣が国外で行った演説（原稿と動画）が掲載されている。 
原稿は日本語と英語あり。英語スピーチ動画には字幕あり。 
※一部の演説は原稿のみです 
外務省サイトより：http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/e_souri.html（2015 年 2 月

2 日確認） 
 
【総理大臣演説・記者会見】 
村上元総理大臣以降の総理大臣別にスピーチや記者会見の動画を閲覧可能 
首相官邸ホームページより：http://www.kantei.go.jp/jp/rekidaisouri-index.html（2015 年

2 月 2 日確認） 
→閲覧したい総理大臣名をクリックし、プロフィール内の「総理の演説・記者会見など」に

動画があります。 
 
【アメリカ合衆国大統領のスピーチ】 
大統領のスピーチ動画を閲覧可能 ※原稿・字幕なし※ 
ホワイトハウスサイト：http://www.whitehouse.gov/（※英語サイト）（2015 年 2 月 2 日確

認） 
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※上記ページ下部の「Video Gallery」で閲覧できます。（絞り込み機能あり） 
 
（大統領個人のサイトが存在することも） 
 
【ジョン F.ケネディの演説】 
ジョン F.ケネディの行った演説の原稿（英文）と動画を閲覧可能 
http://www.jfklibrary.org/JFK/Historic-Speeches.aspx（※英語サイト）（2015 年 2 月 2 日

確認） 
 
■動画共有・提供サイト================================================= 
あらゆる演説の動画が投稿されており、日本語字幕がある動画も多数存在する。 
検索窓に人名やスピーチ名を入力することで検索できます。 
※誰でも投稿可能なので、閲覧の際にはその点をご承知おきください※ 
検索キーワード：「（人名）」「演説」「スピーチ」「speech」など 
 
【Youtube】 
世界最大の動画共有サイト。政府などが公式チャンネルを持っていることも多く、信ぴょう

性が高い動画も存在する。 
https://www.youtube.com/?hl=ja&gl=JP（2015 年 2 月 2 日確認） 
 
【Google Video】 
Google 社が運営する動画共有サイト 
https://www.google.com/videohp?gws_rd=ssl（2015 年 2 月 2 日確認） 
 
【Dailymotion】フランスの動画共有サイト 
http://www.dailymotion.com/（2015 年 2 月 2 日確認） 
 
【Yahoo 映像トピックス】動画提供サイト 
http://videotopics.yahoo.co.jp/（2015 年 2 月 2 日確認） 
など 
 
■有名演説動画サイト================================================== 
【American Rhetoric】 
有名人のスピーチ TOP100 や Movie Speech など多数の動画を閲覧可能 
※音声のみの場合もあり 
サイト：http://www.americanrhetoric.com/（※英語サイト）（2015 年 2 月 2 日確認） 
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■その他============================================================ 
【国際連合 映像】 
国際連合本部や国連諸機関が制作したビデオをYouTubeのUNIC チャンネルを通じて日本

語字幕付き（一部吹き替え）で紹介 
サイト：http://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/audio_visual/videos/ 
 
【TED】 
有名人ではないが、学術・エンターテイメント・デザインなど様々な分野の人物がプレゼン

テーションを行っている様子を動画で見ることができる。 
字幕は日本語表記があるものとないものがあるので注意。 
サイト：http://www.ted.com/（2015 年 2 月 2 日確認） 
 
■図書============================================================= 
有名演説の中には、書籍化され録音ディスク(CD)がついている図書も存在する。 
検索キーワード：「（人名）」「演説集」「スピーチ集」など 
 
・『ケネディ大統領演説集 : 英和対訳』/ 長谷川潔訳注 
  ISBN:9784523422839 
 ※生の音声ＣＤとスタジオ録音のクリアな別音声ＣＤの２枚付 
 
・『マララ・ユスフザイ国連演説&インタビュー集』/ CNN English Express 編 
    ISBN:9784255007670 
  ※録音ディスク（CD） 
 
・『オバマ演説集 : 対訳 』/ オバマ〔述〕,『ＣＮＮ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｅｘｐｒｅｓｓ』

編集部〔編〕 
  ISBN:9784255004518 
  ※録音ディスク（CD） 
    
 
 
 
   
   

35 



調べ方マニュアル：2014 年度研修分科会 

14. オペラの台本(リブレット)について調べる                    766  
野崎 詩織(国立音楽大学附属図書館) 

調べ方 

① 事典類から調べる 
作曲年代、台本作家、原作など包括的な情報を集める。 
 
【日本語】 
◆『オックスフォードオペラ大事典』 ジョン・ウォラック,ユアン・ウエスト編著 ; 大崎滋

生,西原稔監訳、平凡社, 1996 年。 
 
◆『オペラ事典』 戸口幸策, 森田学監修, 東京堂出版, 2013 年。 
 
◆『新グローヴオペラ事典』 スタンリー・セイディ編 ; 中矢一義,土田英三郎日本語版監修, 
白水社, 2006 年。 
 
【外国語】 
◆Lexikon der Oper : Komponisten, Werke, Interpreten, Sachbegriffe. herausgegeben 
von Elisabeth Schmierer ; unter Mitarbeit des Forschungsinstituts f&uuml;r 
Musiktheater der Universit&auml;t Bayreuth und mit einem Geleitwort von Dieter 
Schnebel 
Laaber-Verlag, 2002. 
 
◆The New Grove dictionary of opera. edited by Stanley Sadie ; managing editor 
Christina Bashford. 
Macmillan Press ; Grove's Dictionaries of Music Inc. [distributor], 1992. 
 
② 参考図書から調べる 
目録を調べ、リブレットについての基本情報を集める。 
 
◆The Baroque libretto : Italian operas and oratorios in the Thomas Fisher Library at 
the University of Toronto. Domenico Pietropaolo and Mary Ann Parker 
University of Toronto Press, 2011. 
トロント大学で所蔵しているイタリアのオペラとオラトリオのリブレットについての目録。 
 
◆libretti italiani a stampa dalle origini al 1800 : catalogo analitico con 16 indici. Claudio 
Sartori. 
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Bertola & Locatelli, 1990-[1994]. 
イタリアで 1800 年までに出版されたリブレットの目録。全 4 巻。アルファベット順に並

ぶ。 
 
③ リブレットを探す 
当館 OPAC にて探す場合には、タイトルの項目に、「タイトル(原語)」＋「リブレット(libretto)」
と入力する。 
日本語の対訳が必要な場合にはこの後に「日本語」と入力する。 
また、台本作家の名前からも探すことができる。 
 
以下のような全集からも探すことができる。 
 
【日本語対訳】 
◆『オペラ・楽劇全作品対訳集 : 《妖精》から《パルジファル》まで  ヴァーグナー』 井

形ちづる訳, 水曜社, 2014 年。 
R.ヴァーグナーの全オペラ作品のリブレット集。初の日本語対訳付きの全集。 
 
◆『おぺら読本対訳シリーズ』 おぺら読本出版, 2001 年〜。 
リブレットを「読む」ことを目的に作られた対訳シリーズ。 
 
◆『オペラ対訳ライブラリー』 音楽之友社, 2000 年〜。 
原語のテキストをブロック分けし、その下に日本語の訳文を掲載、原文と訳文を同時に見る

ことができる。 
 
【外国語】 
◆The complete Verdi libretti : in four volumes with International Phonetic Alphabet 
transcriptions, word for word translations, including a guide to the I.P.A. and notes on 
the Italian transcriptions, by Nico Castel ; foreword by Sherrill Milnes ; illustrations by 
Eugene Green 
Leyerle, 1994-1996. 
G.ヴェルディが作曲した全オペラのリブレット集。英語対訳とイタリア語の発音記号付き。 
 
◆French opera libretti with International Phonetic Alphabet transcriptions, word for 
word translations, including a guide to the I.P.A. and notes on the French transcriptions 
by Nico Castel ; foreword by Beverly Sills ; illustrations by Eugene Green. 
Leyerle, 1999-2005. 
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フランス・オペラのリブレット集。英語対訳とフランス語の発音記号付き。 
 
◆Italian belcanto opera libretti with International Phonetic Alphabet transcriptions 
and word for word translations, including a guide to the I.P.A. and notes on Italian 
phonetics by Nico Castel ; edited by Scott Jackson Wiley ; foreword by Dame Joan 
Sutherland. 
Leyerle, 2000-2002. 
19 世紀前半のイタリアで流行した「ベルカント・オペラ」と呼ばれる特に技巧的に難易度

の高いオペラを集めたリブレット集。英語対訳とイタリア語の発音記号付き。 
 
◆Italian opera librettos, 1640-1770  Garland, 1979-1984. 
1640−1770までに出版されたリブレットのファクシミリ版。全 16 巻。 
 
◆The Jan&aacute;cek opera libretti : translations and pronunciation. Timothy Cheek. 
Scarecrow Press,2003-2004. 
ハンガリーの作曲家、R.ヤナーチェクのオペラ作品のリブレット集。ハンガリー語の発音記

号付き。 
 
◆ The livrets of Jean-Baptiste Lully's trag&eacute;dies lyriques : a catalogue 
raisonn&eacute;. compiled by Carl B. Schmidt 
Performers' Editions, 1995. 
フランスで活躍した作曲家、J-B.リュリの悲劇的オペラのリブレット集。 
 
◆Libretti of Russian operas / with International Phonetic Alphabet transcriptions and 
word-for-word translations, including a guide to the IPA and Russian lyric. 
diction by Anton Belov ; edited by Ann Brash and Valeria Konstantinovskaya ; foreword 
by Nico Castel. 
Geneseo, N.Y. : Leyerle, c2004- 
ロシアの詩人・作家であるプーシキンの作品を原作としたロシア語のオペラのリブレット

集。 
キリル文字をアルファベットに翻字してある。全 4 巻の刊行予定だが、現在のところ 1 巻

のみ。 
 
◆The Mozart-Da Ponte operas : an annotated bibliography. Mary Du Mont. 
Greenwood Press, 2000. 
モーツァルトとの共作で知られる L. ダ・ポンテが書いたリブレットの全作品と彼の伝記的
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情報が調査できる。 
 
◆The operas of Benjamin Britten : the complete librettos : illustrated with designs of 
the first productions. 
edited by David Herbert ; pref. by Peter Pears; contributions by Janet Baker ... [et al.]. 
Columbia University Press, 1979. 
20 世紀に活躍したイギリスの作曲家、B.ブリテンの作曲した全オペラのリブレット集。 
 
◆S&auml;mtliche Opernlibretti Wolfgang Amadeus Mozart. P. Reclam, 1990. 
W.A.モーツァルトが作曲した全オペラのリブレット集。 
 
◆Tutti i libretti di Puccini. Garzanti, 1995. 
イタリアの作曲家、G.プッチーニの作曲したオペラのリブレット集。 
 
◆Tutte le opere di Pietro Metastasio. Bruno Brunelli. 
A. Mondadori, 1953-1954. 
モーツァルトとの多数共作した台本作家 P.メタスタジオの全リブレット集。 
 
④ リブレットの関連資料を調べる 
◆『名作オペラブックス』 音楽之友社, 1989 年〜。 
リブレットの対訳、関係資料、論文の掲載がある。 
 
◆『新潮オペラ CD ブック』 新潮社, 1995 年〜。 
対訳のほか、原作のダイジェスト版の掲載もある。 
 
◆『対訳オペラ全集』 平凡社, 1959 年。 
資料としては古いが、譜例も合わせて掲載されている。 
 
⑤ インターネットでリブレットに関係した論文を探す 
【日本語】 
◆CiNii Articles(無料) 
http://ci.nii.ac.jp/ 
キーワード：オペラ リブレット、もしくは オペラ台本 などで検索する。 
 
【外国語】 
◆Ebsco(要契約) 音楽関連のデータベース 
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http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=30267e9f-bcf5-4df9-9b52-
9f566848e80e%40sessionmgr110&vid=0&hid=109 
キーワード：libretto, librettist, composer などで検索する。 
 
⑥ オンラインで無料公開されているリブレットを探す 
◆American libraries internet archive 
https://archive.org/details/americana 
オペラのタイトルを入力するとデジタル化された資料が閲覧できる。 
 
◆biblioteca della letteratura italiana 
http://www.letteraturaitaliana.net/index.html 
デジタル化された台本を PDF で閲覧できる。 
 
◆Classical Scores Library 
http://search.alexanderstreet.com/shmu 
デジタル化された楽譜、手稿譜、一部リブレットが閲覧できる。 
 
◆IMSLP 
http://imslp.org/ 
パブリックドメインの楽譜が掲載されているサイト。リブレット集の掲載はないが、スコア

に書かれたリブレットの閲覧が可能。 
 
◆Libretti d'opera italiani 
http://www.librettidopera.it/ope_alfatit.html 
イタリア語のオペラのリブレットのみが掲載されている。 
 
◆Libretto Index by H. Weber 
http://www.cs.hs-rm.de/~weber/opera/libretto.htm 
オンラインで閲覧できるあらゆるリブレットのリンク集。各国の図書館のデジタル資料に

も直接アクセスできる。 
 
◆OperaFolio.com 
http://www.operafolio.com/list_of_opera_libretti.asp 
原語のリブレットと対訳(日本語訳なし)されたリブレットが閲覧できるリンク集。 
 
◆Title List of Online Russian Opera Libretti and Other Vocal Texts 
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http://opera.stanford.edu/iu/russmus/russlib.html 
世界的にも有名なロシア・オペラのリブレットが掲載されたサイト。 
台本はすべてアルファベットに翻字されている。 
 
その他、オペラの全曲を収録した録音資料、映像資料には、楽曲の解説とともにリブレット

や対訳が掲載されていることもある。 
 
(すべての web サイトの最終アクセス：2015/1/23)   
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15. 熊（くま）について調べる方法                            480 380 
 原 佐和子(東洋学園大学 流山キャンパス図書館) 

調べ方  

目次 
① 熊の生態・種類など 
② 人と熊の関係（鳥獣害・保護管理） 
③ 神話・伝承・民俗史の熊 
④ シンボルとしての熊 
⑤ 熊の研究団体 
⑥ 論文を探す 
 
参考キーワード 
熊、神話＿動物、鳥獣害、動物＿保護、動物＿民俗、動物＿シンボル、食肉動物 
 
① 熊の生態・種類など 
【書籍】 
『中大型哺乳類・霊長類』高槻成紀, 山極寿一編 東京 : 東京大学出版会 , 2008.6 
『日本の哺乳類』阿部永 [ほか] 著 ; 自然環境研究センター編集制作 改訂版 秦野 : 東海

大学出版会 , 2005.7 
『世界動物大図鑑』デイヴィッド・バーニー総編集 ; 高木しらね[ほか]翻訳 東京 : ネコ・

パブリッシング , 2004.3  
『野生動物観察事典』今泉忠明著 ; 平野めぐみ資料画  東京 : 東京堂出版 , 2004.3 
 
【Web サイト】 
・東京ズーネット 上野動物園・多摩動物公園・葛西臨海水族園・井の頭自然文化園──都

立動物園・水族園の公式サイト 
http://www.tokyo-zoo.net/ 
 
② 人と熊の関係（鳥獣害・保護管理） 
【書籍】 
『クマにあったらどうするか : アイヌ民族最後の狩人姉崎等』姉崎等語り手 ; 片山竜峯聞

き書き 東京 : 筑摩書房 , 2014.3  
『野生動物保護の事典』野生生物保護学会編 東京 : 朝倉書店, 2010.1. 
『動物たちの反乱 : 増えすぎるシカ、人里へ出るクマ』河合雅雄, 林良博編著 東京 : PHP
研究所 , 2009.11 
『絶滅危惧の動物事典』川上洋一著 東京 : 東京堂出版 , 2008.12 
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『クマは眠れない : 人を襲う異常行動の謎が解けた!』米田一彦著 東京 : 東京新聞出版

局 , 2008.7 
『絶滅危惧動物百科 4』[Amy-Jane Beer ほか著] ; 自然環境研究センター監訳 東京 : 朝
倉書店 , 2008 
『思い出のツキノワグマ : 家族になった 10 頭のクマたち』宮澤正義著 ; 日本熊森協会企

画 東京 : 丸善 (発売) , 2006.12 
『「クマの畑」をつくりました : 素人、クマ問題に挑戦中』板垣悟 著 東京 : 地人書館 , 
2005.4 
『生かして防ぐクマの害』米田一彦著 東京 : 農山漁村文化協会 , 1998.6 
『クマに会ったらどうするか : 陸上動物学入門』玉手英夫著 東京 : 岩波書店 , 1987.6 
 
【Web サイト】 
 
・WWF（World Wide Fund for Nature：世界自然保護基金） 
 https://www.wwf.or.jp/ 
 
・WWF_日本のクマについて 
http://www.wwf.or.jp/activities/wildlife/cat1014/cat1015/ 
 
・環境庁 野性鳥獣の保護管理 
http://www.env.go.jp/nature/choju/index.html 
 
・トラフィックイーストアジアジャパン 
http://www.trafficj.org/ 
 
・トラフィックイーストアジアジャパン＿人とクマとクマノイと 
http://www.trafficj.org/kuma/index.htm 
 
・日本ハンターネットワーク 
http://www.nihon-hunter-network.com/ 
 
・北海道新聞＿大いなる知床＿ヒグマの森から  
http://www5.hokkaido-np.co.jp/shiretoko/plan/kuma/ 
 
③ 神話・伝承・民俗史の熊 
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【書籍】 
『熊 : 人類との「共存」の歴史』ベルント・ブルンナー著 ; 伊達淳訳 東京 : 白水社 , 
2010.9 
『熊』赤羽正春著 東京 : 法政大学出版局 , 2008.9  
『動物民俗 1・2』長澤武著 東京 : 法政大学出版局 , 2005.4 
『聖書動物大事典』ウイリアム・スミス編纂 ; 小森厚, 藤本時男編訳 東京 : 国書刊行会 , 
2002.10 
『金田一京助全集 第 12 巻 アイヌ文化民俗学』金田一京助 ; 金田一京助全集編集委員会 
編 東京 : 三省堂 , 1993.1  
『聖書の動物事典』ピーター・ミルワード ; 中山理 訳 東京 : 大修館書店 , 1992.5  
『日本史のなかの動物事典』金子浩昌 ほか : 東京堂出版 , 1992 
『英文学のための動物植物事典』ピーター・ミルワード ; 中山理 訳 東京 : 大修館書店 , 
1990.7 
『世界大博物図鑑 第 5 巻』荒俣宏 東京 : 平凡社 , 1988.4  
『日本動物民俗誌』中村禎里 著 東京 : 海鳴社 , 1987.2 
 
④ シンボルとしての熊 
【書籍】 
『動物シンボル事典』ジャン=ポール・クレベール著 ; 竹内信夫 [ほか] 訳 東京 : 大修館

書店 , 1989.10 
『イメージ・シンボル事典』アト・ド・フリース著 ; 山下主一郎主幹 ; 荒このみ [ほか] 共
訳 東京 : 大修館書店 , 1984.3 
 
⑤ 熊の研究団体 
・NPO 法人 信州ツキノワグマ研究会 HP・Facebook 
http://www.geocities.jp/shinshukumaken/ 
https://ja-jp.facebook.com/shinshukumaken 
 
・奥多摩ツキノワグマ研究グループ (Okutama Black Bear Research Group) 
http://www.asahi-net.or.jp/~xi1k-ymzk/index.htm 
 
・国際クマ協会（International Association for Bear Research and Management） 
http://www.bearbiology.com/ 
 
・知床財団 
http://www.shiretoko.or.jp/ 
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・特定非営利活動法人 日本ツキノワグマ研究所 
http://ha3.seikyou.ne.jp/home/kmaita/ 
 
・日本クマネットワーク JAPAN BEAR NETWORK 
http://www.japanbear.sakura.ne.jp/ckk/ 
 
・日本哺乳類学会 
http://www.mammalogy.jp/japanese/ 
 
・北海道野生動物研究所 
http://www.yasei.com/ 
 
⑥ 論文を探す 
 
・CiNii Articles - 日本の論文をさがす - 国立情報学研究所 http://ci.nii.ac.jp/ 
・Google Scholar  http://scholar.google.co.jp/schhp?hl=ja 
 
※「熊 bear」で検索するとノイズが少ない。 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

45 



調べ方マニュアル：2014 年度研修分科会 

16. 合唱の指導法について                                     767 375 
 深澤 静子(共愛学園前橋国際大学図書館)  

調べ方 

・キーワード 
自館の OPAC にて〈合唱〉だけで検索すると 23 件の資料情報ができます。更に、〈合唱〉

〈指導〉という風にキーワードを増やして検索すると 12 件の情報が出てきます。このよう

に、図書を検索する際にはあらかじめ調べたいテーマに関するキーワードを決めてから調

査を開始すると、情報を絞り込むことができます。 
 
・関連情報の集め方 
１．入門的な情報源を見る 
 
標準音楽辞典 音楽之友社 2003.2 ISBN：4276000025 p140〜141 
おもしろ合唱事典 武田雅弘/著 音楽之友社 2008.5 ISBN:9784276321311 
 
２．テーマに関連する図書を探す 
 
合唱指導テクニック −基礎から実践まで  清水敬一 / 著  NHK 出版  2012.3 
ISBN:9784140553114 
…合唱指導に欠かせない「声作り」「指揮法」「練習との向き合い方」「練習の実例」につい

て、写真を交えて解説。 
 
超やさしい合唱指導法−みんなで明るく楽しく合唱力を高めよう！ 増補改訂版 小高臣

彦/著 日本地域社会研究所 2009.6 ISBN:9784890229000 
…簡単な指導法、指揮法、発声法、伴奏法をイラスト付きで分かりやすく解説。 
 
コーラストレーニング 合唱指導の素がいっぱい 大石光男/著 サーベル社 2007.4 
ISBN:9784883713547 
 
コーラストレーニング Vol.2 合唱指導の素がいっぱい ISBN:9784883713899 
…コーラスを行うにあたって注意するポイントが非常に簡潔にまとめられている。 
 
必ず役立つ合唱の本  清水敬一 / 著  ヤマハミュージックメディア  2014.1 
ISBN:9784636891706 
…合唱団でコンクールに出たいという人に役立つ一冊。イラスト満載。 
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すぐに役立つ合唱ハンドブック 日本合唱指揮者協会 /編 河合楽器製作所 2013.1 
ISBN:9784760950188 
楽曲理解のための説明、指揮や発声、著作権についての説明まで、様々な情報をまとめたも

の。  
 
部活でもっとステップアップ 合唱のコツ 50 楽しみながらうまくなる！渡瀬昌治/著 メ

イツ出版 2013.9 ISBN:9784780413458 
…すぐ実践できる効果的な練習法を写真と図解で分かりやすく紹介。  
 
小学校 段階的な合唱指導 竹内秀男/著 教育出版 2011.3 ISBN:9784316801100 
…姿勢、呼吸、共鳴などの様々な視点から効果的な指導を紹介。 
 
悩 め る 合 唱 指 揮 者 の た め の 手 引 き  粟 飯 原 栄 子 / 著  粟 飯 原 栄 子  2008.3 
ISBN:9784990573010 
…合唱指揮者講習会の資料として初心者のための指揮法と指導法をまとめた一冊。 
 
合唱エクササイズ＝AIZAWA METHOD 相沢直人 /著 河合楽器製作所 2013.11 
ISBN:9784760928378 
 
合唱エクササイズ＝AIZAWA METHOD 相沢直人 /著 河合楽器製作所 2014.3 
ISBN:9784760928385 
 
合唱エクササイズ＝YANPA METHOD 岩本達明 /著 河合楽器製作所 2014.11 
ISBN:9784760928439 
 
合唱エクササイズ＝CHORAL EXERCISE  松平敬 /著 河合楽器製作所 2014.8 
ISBN:9784760928415 
 
合唱エクササイズ＝CHORAL EXERCISE  松平敬 /著 河合楽器製作所 2014.4 
ISBN:9784760928408 
…合唱の練習の際に合唱団のスキル向上のために簡単にできる練習メニューのシリーズ。 
 
３．雑誌記事、論文、レファレンス情報を探す 
《CiNii》《国立国会図書館サーチ》で〈合唱〉〈指導〉のキーワードで検索してみましょう 
 
４．ウェブサイトの情報を探す 
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全日本合唱連盟（http://www.jcanet.or.jp/） 
…合唱コンクールに関する情報を見ることができます。ワークショップの案内等あり。 
 
合唱・コーラスあれこれ（http://we-love-classic.com/chorus/） 
…合唱・コーラスの豆知識等。合唱指揮者のリンク集あり。 
 
教育芸術社（http://www.kyogei.co.jp/songs/gakkyoku/gakkyoku_m.html） 
 
音楽之友社（http://www.ongakunotomo.co.jp/sample/） 
…合唱曲の視聴ができます。"    
     
作成日 2014/12/2 
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17. 企業・業界分析のための情報収集法(関東学院大学図書館編）   335  
 藤平 由美子(関東学院大学 図書館) 

調べ方  

授業もしくは就職活動において企業やその業界の分析が必要になったときに、 
どんな情報をどうやって入手したらよいか、その方法を紹介します。 
 
学内専用のオンラインデータベース、Web 公開情報での調査で、最新の情報を入手するこ

とが重要です。その他にも図書、参考図書も併せて活用してみましょう。 
 
学内専用のオンラインデータベースは図書館 HP の「学術情報検索・リンク集」から 
接続することが可能です。 
 
【企業情報の収集の王道】 
① 大局的に全体像を把握する。 

Step１：基本的の企業の事業内容を入手 
Step２：さらに調査する企業の業界情報を入手 
Step３：新聞記事検索、人事検索でさらに深堀り 

 
② 「流れ」をつかみ予想する 

決算短信*（業績予想）、日経会社プロフィル（業績推移）、 
有価証券報告書（リスクの状況）を確認しながら予想する。 

 
③ 結果・数値から分析する 

横の比較（ライバル企業との比較）、縦の比較（前期比較） 
再度、新聞記事検索や人事検索で深堀り 

 
【オンライン情報】 
１．新聞記事オンラインデータベース 
 
① 日経テレコン 21 
特徴：企業検索をすることにより、「日経会社プロフィル」を確認できます。 
上場企業の所在地、事業内容、沿革、業績推移など。 
また日経四紙の記事検索や人事検索が可能です。 
 
トレンドなどを知るには新聞記事検索が重要。複数の新聞社の記事を確認することが望ま

しいです。 
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その他の新聞のオンラインデータベースは↓ 
② 朝日新聞「聞蔵ビジュアル II」 
③ 読売新聞「ヨミダス」 
④ 毎日新聞「毎索」 
 
２．Yahoo ファイナンス 
http://finance.yahoo.co.jp/ 
企業・株価情報が確認できます。 
 
また、日経テレコン 21 で企業検索がうまくいかない場合、こちらのサイトで正式企業名を 
確認する手段にも使えます。 
また株式コードを確認するにも便利です。 
 
３．eol 日本の企業 100 万社 
全国都道府県の小企業から大企業まで約 100 万社の企業データを収録しています。 
 
４．EDINET 
http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/ 
最 近 5 年 以 内 に 提 出 さ れ た 有 価 証 券 報 告 書 は 、 金 融 庁 HP 内

EDINET(http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)で閲覧可能。 
 
５. JapanKnowledge Lib 
最新の会社四季報が個別検索しながら確認できる。全文検索は、社名、社名よみ、特色、記

事が検索範囲 
書籍の「会社四季報」と併せて活用することを薦めます。 
 
６．適時開示情報閲覧サービス 
https://www.release.tdnet.info/inbs/I_main_00.html 
決算短信が確認できます。決算日後 45 日以内に提出が義務付けられているので、他の情報

ソースよりも早く入手でき、タイムリーな分、注目度が高いといえます。 
また次期の業績予想が載っているのも特徴です。 
 
７．各企業のホームページ 
企業の情報欄に会社情報として事業概要やや IR 情報（決算短信や有価証券報告書）を公開

している場合があります。 
社会貢献活動など、社会との連携活動を PR しています。 
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８．CiNiiArticles 
http://ci.nii.ac.jp/ 
 
経済の専門誌や紀要など、国内の学術雑誌記事から情報を入手してみましょう。 
 
【参考図書】 
 
１．会社四季報 
上場版、未上場版があります。 
未上場版については、すべての企業が掲載されているわけではありません。 
 
２．会社四季報業界地図（請求記号：602.1/To86/15） 
 
３．業種別業界情報 : ナマの業界百科事典（請求記号：335.21/G99/14） 
細かく業界別の動向を確認できます。 
 
【雑誌】 
 
１．週刊東洋経済、週刊エコノミスト、日経ビジネスなどの経済情報誌が雑誌コーナーにあ

ります。 
CiNiiArticles などで記事検索をしてから、本誌の記事を確認してみましょう。 
 
【その他】 
 
図書館本館 3 階閉架書庫内には「社史コーナー」があります。 
OPAC 検索で知りたい企業をキーワード、配置場所を「社史コーナー」に絞りこんで所蔵確

認をしてみましょう。    
      
作成日 2014/12/2 
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18. 中国文学＜漢詩＞ レポート作成支援                           921  
藤本 智美(学習院大学図書館)  

調べ方 

※対象を学部 1.2 年生頃とし、検索には日本語を主な言語とする。 
◆分野を固定しない論文検索 
 
・『東洋学文献類目検索』 京都大学人文科学研究所付属東アジア人文情報学研究センター 
  http://www.kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/db/CHINA3/index.html.ja 
  1981 以降直近 2 年前頃までの京都大学人文科学研究所付属東アジア人文情報学研究セ

ンター発行の東洋学文献類目がキーワード検索できる。東洋学一般の論文検索に便利。 
 
中国文学（中国文学史《先秦、秦．漢．魏晋南北朝．隋唐、五代．宋．元．明、清、近代：

民国以後》、作家の伝記[作家研究] 
 
・『唐代人物知識ベース 』京都大学東アジア人文情報学研究センター 
 http://tkb.zinbun.kyoto-u.ac.jp/pers-db/ 
 唐代の人物について人名、家系、経歴等が検索できる。 
 
・『寒泉』 
 http://210.69.170.100/s25/index.htm 
 資治通鑑・全唐詩全文検索・十三経その他、幅広くテキストデータがある（中国語）。 
 
◆詩歌. 韻文. 詩文 
 ○詩経、楚辞、古詩．楽府、唐詩 
 
 ・『【新詩改罷自長吟】全唐詩檢索系統 』行政院國家科學委員會（台湾） 
  http://cls.hs.yzu.edu.tw/Tang/tangats/Tang_ATS2012/SrchMain.aspx 

『全唐詩』から著者、詩題等で検索できる。中国語（繁体字）表示だが日本語（漢字）

入力で検索が可能。 
 
 ・『全國漢籍データベース 四庫提要』京都大学東アジア人文情報学研究センター 
  http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/db-machine/ShikoTeiyo/ 
  四庫全書のテキストがタイトルから閲覧できる。 
 
 ・『貴重漢籍善本全文画像』 東京大学東洋文化研究所 
   http://shanben.ioc.u-tokyo.ac.jp/ 
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東京大学東洋文化研究所の漢籍コレクションの内、「特別貴重書」に指定された漢籍（孤

本・善本）を画像で見ることができる。四部分類、タイトルの漢字画数によるインデッ

クスのほか、「東洋文化研究所漢籍目録データベース」からのリンク利用もできる。 
 
 ・『東洋文化研究所所蔵漢籍目録』 東京大学東洋文化研究所 
  http://www3.ioc.u-tokyo.ac.jp/kandb.html 
 
 ・『「全梁詩」検索』 広島大学中国文学語学研究室 
  http://home.hiroshima-u.ac.jp/cbn/rikucho/ryo/ryo.htm 
  『先秦漢魏晋南北朝詩』を底本として著者、詩題、句番号等から検索できる。 
 
 ・『蘇洵蘇軾詩 検索』 広島大学中国文学語学研究室 
  http://home.hiroshima-u.ac.jp/cbn/sushi.htm 

蘇軾の詩は孔凡禮点校『蘇軾詩集』（中華書局）を、蘇洵の詩は『全宋詩』（北京大学出

版）を底本とし、詩題・詩句から検索できる。 
 
 ○日本人の漢詩文 
 
 ・ 『日本漢詩の作品を調べる』 国立国会図書館リサーチ・ナビ 
  https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-399.php 
  日本監視の作品について調査に便利な辞典の一覧等がまとめられてる。 
 
 ・『平安朝漢詩文総合データベース 』 早稲田大学日本古典籍研究所 
  http://db2.littera.waseda.ac.jp/wever/kanshi/goLogin.do 

『群書類従』「文筆部」に収録する作品の中から、平安時代までに成立した下記の漢詩

文集のフルテキスト・データベースで、詩文、著者、詩題等の個別・総合検索ができる。 
 
 ・『江戸・明治 漢詩文コレクション』福岡大学図書館 
  http://dc.lib.fukuoka-u.ac.jp/kanshibun/index.html 
  江戸・明治期の漢詩文、版本と写本全 1,537 点について検索でき、資料の表紙や本文、

挿絵などの画像も閲覧できる（閲覧できる画像は資料全てではない）。 
 
 ・『日本漢文文献目録データベース』二松学舎大学 日本漢文教育研究推進室 
  http://www.nishogakusha-kanbun.net/database/ 
  日本漢文文献およびその関連文献の基本的書誌を、国内にとどまらず海外をも視野に

いれて集中的に網羅したデータベース 
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 ○その他 
 
 ・『字源 漢詩のための押韻平仄チェックツール』 
  http://jigen.net/kansi/ 
 
 ・『字源 古典検索』 
  http://jigen.net/koten/ 

収録作品はそれほど多くないと思われるが、日本、中国や漢詩、七言絶句等の特徴的な

カテゴリーから古典作品を検索できる。検索結果は原文だけでなく、上記の押韻平仄に

も対応している他、簡単な作品成立の経緯や形式、分類、書き下し文、現代語訳なども

ついている。 
 
 ・『中国絵画所在データベース』東京大学東洋文化研究所 東アジア美術研究室 
  http://cpdb.ioc.u-tokyo.ac.jp/index2.html 
  『中国絵画総合図録』の正編 5 冊、続編 4 冊をデータベース化しており、一部はデジタ

ル化も行っている。    
参考資料  

諸橋轍次[著]. 大漢和辞典 巻 1. 大修館書店, 1960-05. 
 
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000074-I000082022-00;近藤春雄(1914生) 著 , 近藤, 春雄. 
中国学芸大事典. 大修館書店, 2001. 
 
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000001-I053984997-00||4469032018;王民信主編. 中國歴

代詩文別集聯合書目. 聯合報文化基金會國學文獻館, 1983. (書目叢刊 ; 1) 
 
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-Ia0000047520-00;鎌田正, 米山寅太郎 著 , 鎌田, 
正, 1911- , 米山, 寅太郎, 1914-2007. 漢詩名句辞典. 大修館書店, 1980. 
 
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001461437-00"    
作成日 2014/12/1 
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19. うつ病について                                                     493  
 舟田 和元(獨協医科大学図書館)  

調べ方 

設定：医学部の学生が「うつ病」についてのレポート作成のために来館。課題に対しての資

料の調べ方を提案する。 
 
1．医学大事典で「うつ病」を調べる。調査テーマの概略を調べる。 
 
”１低下, 沈下, 減圧 (機能のレベルを落とすこと) . ２=excavation (1).３部分的に下方や

内方に置換すること. ４うつ病, 抑うつ〔症〕 (悲しみ, 孤独, 絶望, 低い自己評価, 自責感

を特徴とする精神状態ないし慢性的な精神障害で, 精神運動制止 (頻回ではない焦躁) , 社
会からの引きこもり, 植物神経症状 (食欲低下, 不眠など) などの徴候を伴う) . ”                                                               
 
出典：Web 版ステッドマン大辞典. https://stedman.jp, (参照 2014-12-02). 
 
2. キーワード 
予め調べたいテーマの特徴となる単語を決めておくとスムーズに資料が収集でき調査でき

ます。 
 
 例：うつ病、躁うつ病、気分障害、双極性障害、メンタルヘルス、精神病学 、自殺、 
労働衛生、ストレス、厚生労働省 
 
3. 図書を探す 
図書館で探す。当館で所蔵している関連図書を探す。キーワードを基に OPAC での検索方

法を教え、何点か資料を紹介します。 
 
例： 
493.764  
うつ病 : 知る・治す・防ぐ  
福居顯二, 井上和臣, 河瀬雅紀編集；金芳堂 , 2009.8 
NLMC:WM171 
 
493.76 
ネガティブ思考と抑うつ : 絶望感の臨床社会心理学  
高比良美詠子著；学文社 , 2003.2 
NLMC:WM171 
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493.74 
不安とうつの脳と心のメカニズム : 感情と認知のニューロサイエンス 
 
Dan J.Stein 著 ; 田島治, 荒井まゆみ訳；星和書店 , 2007.12 
NLMC:WM171 
 
493.72 
うつ病新時代 : 双極 2 型障害という病  
内海健著；医学書院 , 1995.3 
NLMC:WM141 
 
493.764  
うつ病の集団認知行動療法実践マニュアル : 再発予防や復職支援に向けて  
鈴木伸一, 岡本泰昌, 松永美希編 ; 松永美希 [ほか] 著日本評論社 , 2011.6 
NLMC:WM425  
 
4.ウェブサイトの情報を探す。 
厚生労働省 
 http://www.mhlw.go.jp/kokoro/index.html 
”上記サイトにて 
 
・精神疾患データ（精神疾患の患者数等を調べることができる。） 
・疾患の詳細 
・マニュアル・ガイドライン 
（医師・医療従事者向け・保健福祉従事者・自治体関係者向け） 
・研究実地状況と調査 
・国の政策と方向性 
を調べることが出来ます。” 
出典：厚生労働省「知ることからはじめようみんなのメンタルヘルス」総合サイト . 
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/index.html, (参照 2014-12-02). 
 
他の関連サイトを紹介する。 
例： 
こころの耳「働く人のメンタルヘルスポータルサイト〜心の健康確保と自殺や過労死など

の予防」 
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http://kokoro.mhlw.go.jp/ 
 
こころもメンテしよう〜若者を支えるメンテヘルスサイト〜 
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/ 
 
5. 雑誌論文を探す。 
当館のホームページのコンテンツを利用して、国内外の医学・看護の文献、文献の引用情報

等を調べる。キーワードを組み合わせて検索式を作成し所蔵あるコンテンツを紹介する。 
 
例： 
「医中誌 web」http://search.jamas.or.jp/ 
  国内の医学、薬学、看護学、その他関連領域の文献情報データベース 
  現代社会とうつ病 新しいうつ病治療 脳深部刺激(DBS)(解説) 
  Author：高宮 彰紘(慶応義塾大学 医学部精神・神経科学教室), 三村 將 
  Source： 最新医学 (0370-8241)69 巻 9 号 Page1872-1876(2014.09) 
  内部産業カウンセリングの取り組みと今後の課題について(解説) 
  Author：平久江 薫(慶応義塾大学保健管理センター) 
  Source： 慶應保健研究 (1340-9379)32 巻 1 号 Page119-123(2014.08) 
 
所蔵のないコンテンツでテーマにマッチするものがあれば紹介する。他にも調査に使える

データベースがあることを紹介する。 
 
例： 
「PubMed」http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=ijpdmulib 
  米国国立医学図書館が作成する、海外の国内の医学、薬学、その他関連領域の文献情報

データベース 
 
「CiNii」http://ci.nii.ac.jp/ 
  国立情報学研究所が作成する、国内学術文献情報データベース    
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20. 日本神話について調べる                                           164  
 堀 真紀(立正大学情報メディアセンター熊谷図書館)  

調べ方 

自館の OPAC で日本神話について調べる。 
◆日本神話とは一般的に『古事記』『日本書紀』『風土記』などに記されたものを指す。 
また『古事記』の同時代資料として『万葉集』も併せて見るとよい。 
 
■入門・概要としての資料 
 上田正昭『日本神話』岩波新書 一九七〇年（162.1/U 32） 
 大林太良『日本神話の構造』弘文堂 一九七五年（162.1/O-12） 
 尾崎暢殃他『講座日本の神話１〜１１』有精堂 一九七六年（162.108/Ko98/1-11） 
 西郷信綱『神話と国家 古代論集』平凡社選書 53 平凡社 一九七七年（910.23/Sa18） 
 松前健『日本神話の新研究』桜風社 一九六〇年（162.1/Ma81） 
 松本信広『日本の神話』日本歴史新書 一九六二年（162.1/Ma81） 
 吉田敦彦・古川のり子『日本の神話伝説』青土社 一九九六年  
 吉田敦彦『日本神話のなりたち』青土社 一九九八年 
 
■古事記 
 尾崎暢殃『古事記全講』加藤中道館 一九六六年（913.2/Ko39） 
 西郷信綱『古事記の世界』岩波新書 一九六七年（080/I-95/654） 
 土橋寛『古代歌謡全註釈 古事記編』角川書店 一九七二年（911.11/Ko17） 
 西宮一民『古事記の神話 古事記研究体系４』高科書店 一九九三年  
 本居宣長「古事記傳」『本居宣長全集第九巻』筑摩書房 一九六八年（121.25/Mo88/9） 
 倉野憲司『古事記』岩波書店 一九六三年（913.2/Ko39） 
 倉野憲司・武田祐吉校注『古事記・祝詞』日本古典文学大系㈵ 岩波書店 一九五八年

（913.2/Ko39） 
 山口 佳紀 他著『日本の古典をよむ 1 古事記』 岩波書店 二〇〇七年（918/N 71/1） 
 次田 真幸 翻訳『古事記 上・中・下』講談社 一九七七年（080/講学/207〜209） 
 三浦 佑之翻訳『口語訳古事記 完全版』文芸春秋 二〇〇二年（913.2/Mi67） 
 
■日本書紀 
 小島憲之 他校注・訳『日本書紀㈰〜㈫』新編日本古典文学全集 2 小学館 一九九四年

（918/Sh69/2） 
 小島憲之 他翻訳『日本の古典をよむ 2・3 日本書紀 上下』小学館 二〇〇七年

（918/N 71/2〜3）  
 坂本太郎 他校注『日本書紀 全５巻』岩波書店 一九九五年（080/黄 30/004-1〜5） 
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 宇治谷 孟翻訳『日本書紀 上下』 講談社 一九八八年（080/講学/833〜834） 
 
■万葉集（記紀神話と同時代に編まれている） 
 佐佐木隆『万葉集を解読する』NHK ブックス 1014 日本放送出版会 二〇〇六年 
 小島憲之 他校注・訳『萬葉集』新編日本古典文学全集 6~9 小学館 一九九四〜一九九

六年（918/Sh69/6〜9） 
 佐竹 昭広 他校註『万葉集』全 4 冊 岩波書店 二〇一三年（080/黄 30/5-1~4） 
 中西 進 翻訳『万葉集』全４巻講談社 一九八三年 
 中西 進 翻訳『万葉集事典』講談社 一九八五年 
 佐々木信綱著『萬葉集事典』 / 平凡社 一九五六年（911.123/Sa75） 
 
○検索に便利 
 新編国歌大観 DVD-ROM 版 角川書店 二〇一二年 
 
■風土記 
 植垣 節也翻訳『新編日本古典文学全集 5 風土記』小学館 一九九七年（918/Sh69/5） 
 秋本 吉郎 校注『日本古典文学大系２ 風土記』岩波書店 一九九三年（918/N 77/2） 
 吉野裕翻訳『風土記』平凡社ライブラリー328 平凡社 二〇〇〇年（291/F 52） 
 井荻千鶴著『出雲国風土記』講談社 一九九九年 
 秋元吉徳著『常陸国風土記』講談社 二〇〇一年 
 
■参考図書 
 上代語辞典編集委員会『時代別国語大辞典上代偏』三省堂 一九六七年（813.1/J 48） 
 小畑喜一郎編『古事記事典』桜楓社 一九八八年（913.2/Ko39） 
 武光 誠他編『キーワードで引く古事記・日本書紀事典』東京出版社 二〇〇六年

（210.3/Ta63） 
 武光 誠著『古事記日本書紀を知る事典』東京出版社 一九九九年（913.2/Ta63）" 
   
      
作成日 2014/12/3 
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21. 歌会始について、起源や歴史の調べ方                   288 210 
 村居 昌俊(共立女子大学図書館) 

調べ方  
１．参考図書・関連資料 
 
 『国史大辞典 第 2 巻』（中図参考：210/365/2）ISBN 978-4642005029 
  →歌会始の概要について 
 
 『日本史大辞典』（中図参考：210.03/11/1）ISBN 978-4582131017 
  →「藤原定家が『明月記』の建仁 2 年（1202）正月十三日の条に記したのが記録上の

初見。」との記述あり 
 
 『皇室事典』（中図参考：288.4/63） ISBN 978-4046219633  
    →「起源は明らかではないが、鎌倉中期の亀山天皇は文永 4 年（1267）の正月 15 日に

内裏御会始を行っている。」との記述あり 
 
 『宮中歳時記』（中図：288/70） ISBN 978-4041615010 
 
２．データベースで調べる 
  Japan Knowledge 日本大百科全書（ニッポニカ） 
   →関連サイトとして宮内庁 HP にリンクがあり、歌会始の詳しい説明あり 
 
３．東京都立図書館 
 『歌会始』（坊城俊民著 五月書房）、 
 『宮中歌会始』（菊葉文化協会編 毎日新聞社）、 
 『平成の宮中歌会始』（菊葉文化協会編 日本放送出版協会） 
  
４．動画 
 皇室ジャーナリストの高清水有子がお送りする「今週の御皇室」 
 歌会始の儀と絵本の話[桜 H27/1/15] 
 https://www.youtube.com/watch?v=HoHO1EbxDb8 
 
５．その他 
 宮内庁 HP(http://www.kunaicho.go.jp/) 
 →歌会始の概要、歴史など（http://www.kunaicho.go.jp/culture/utakai/utakai.html） 
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22. 「漢方」について調べたい                                     490 499 

 矢島 麻子(城西大学水田記念図書館 ) 
調べ方 
城西大学で「漢方」に関する資料を探す時のマニュアルです。 
 
1.入門的な情報源 
言葉の意味やテーマの意味が不明確な場合は「キーワード」を手がかりに百科事典、用語事

典を引いてみましょう。 
 
 ＜事典類（一例）＞ 
 ●図書 
 
 『漢方医学大辞典』漢方医学大辞典編集委員会編 雄渾社 1983.5-  
   〈3 階参考図書 490.9//Ka41//1-2〉 
  
 『JAPIC 漢方医薬品集』日本医薬情報センター編集 日本医薬情報センター2011.1 
  〈3 階参考図書 499.1//N77〉ISBN:9784865150193 
 
 『漢方のくすりの事典 : 生ぐすり・ハーブ・民間薬』第 2 版 鈴木洋著 医歯薬出版 2010.6 
 〈3 階参考図書 499.8//Su96〉ISBN:9784263731321 
 
 『和漢薬の事典』富山医科薬科大学和漢薬研究所編集 朝倉書店 2007.11 
 〈3 階参考図書 499.8//To79〉ISBN:9784254340235 
 
 『身近な漢方薬材事典』鈴木昶編 東京堂出版 1997.9 
  〈3 階参考図書 499.8//Mi92〉ISBN:4490104731 
 
 『和漢薬百科図鑑』1,2 難波恒雄著 保育社 1993.11-  
  〈3 階参考図書 499.8//N47//1,2〉ISBN:4586302038(1),4586302046(2) 
 
 『図表で見る漢方製剤の活用便覧 : 全面改訂病名症候と漢方薬便覧』谿忠人  
   著医薬ジャーナル社 1992.9 〈3 階参考図書 499.803//Ta87〉ISBN:4753213811 
 
 『原色牧野和漢薬草大圖鑑』和田浩志, 寺林進, 近藤健児編 修北隆館 2002.10  
  〈3 階参考図書 499.87//G34〉ISBN:483260810X  
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 ●インターネット 
 「Weblio 辞書」※辞書・百科事典をはじめ、様々なジャンルのオンライン辞書を収録。 
  <a href=""http://ejje.weblio.jp/"">http://ejje.weblio.jp/</a> 
 
 「JapanKnowledge Lib」 
   ※「日本大百科全書」「現代用語の基礎知識」「大辞泉」「日本人名大辞典」や英和・和英

辞典等を一括検索 
  ※ 学内接続 
  <a 
href=""http://libopac.josai.ac.jp/search/infolinks/jnlogin.html"">http://libopac.josai.ac.jp/
search/infolinks/jnlogin.html</a> 
 
2.図書を探す 
 ●テーマの棚に行って探す 
 図書には 1 冊毎にテーマを表す分類番号が付いていて、この番号順に書架に並んでいま

す。 
 ＜漢方薬関連分野の分類記号＞ 
 490.9 漢方医学 499.8 生薬学・和漢薬 499.9 本草学 
 
 ●OPAC で調べる 
 
 オンライン目録（OPAC）で城西大学水田記念図書館の蔵書を調べることができます。 
 資料の所蔵の有無、配架場所、請求記号がわかります。 
  <a 
href=""http://libopac.josai.ac.jp/opac/opac_search/"">http://libopac.josai.ac.jp/opac/opac_
search/</a> 
 
 ＜図書館で所蔵している図書（一例）＞ 
 
 『漢方医学』渡辺賢治著 講談社 2013.6 〈開架図書(3 階)490.9//W46〉 
  ISBN:9784062585569  
 
 『薬学生のための漢方医薬学』山田陽城,花輪寿彦,金成俊編集 南江堂 2012.4  
  〈開架図書(3 階)490.9//Y19〉ISBN:9784524402915 
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 『漢方 : 第三の医学。健康への招待』田畑隆一郎著 源草社 2006.8  
  〈開架図書(3 階)490.9//Ta11〉ISBN:4906668518 
 
 
 『身につく漢方処方 : 基本 30 生薬と重要 13 処方』入江祥史著 中外医学社 2013.4  
  〈開架図書(3 階)499.8//I64〉ISBN:9784498069022 
 
 
 『伝統医薬学・生薬学』増補版 御影雅幸,木村正幸編集 南江堂 2013.4  
  〈開架図書(3 階)499.8//Mi21〉ISBN:9784524403134 
 
 
 『基礎からわかる最新漢方薬入門 : 生薬治療の集大成』関水康彰著 技術評論社 2013.2 
  〈開架図書(3 階)499.8//Se33〉ISBN:9784774154855 
 
 
 『薬の神様・神農さんの贈り物 : 本草の世界をみつめる』三宅康夫, 野尻佳与子編著 
  内藤記念くすり博物館 1999.4 〈開架図書(3 階)499.9//Mi76〉 
 
 
 『東アジアの本草と博物学の世界』上･下 山田慶兒編 思文閣出版 1995.7 
  〈開架図書(3 階)499.9//Y19//1-2〉ISBN:4784208852(上)、4784208836(下) 
 
3.雑誌・雑誌記事・新聞記事を探す 
 ●雑誌架に行って探す 
 ＜図書館で所蔵している雑誌（一例）＞ 
 「漢方と診療 = Kampo practice journal」臨床情報センター  
  〈新着：１階学生用雑誌 バックナンバー：積層 M4 階〉ISSN:18845991 
 
 「漢方医薬学雑誌 = The journal of kampo medicine & pharmacy」 
  臨床情報センター 〈１階学生用雑誌（５年保存受入中）〉ISSN:18810454 
 
 「日経メディカル」日経マグロウヒル社 [編]  
 〈新着：１階学生用雑誌 バックナンバー：積層 M4 階〉ISSN:03851699 
 
  ※学内であれば電子ジャーナルでも閲覧可（OPAC 書誌情報からリンクあり） 
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 「漢方研究 : 評論・研究・解説」月刊漢方研究  
 〈新着：１階学生用雑誌 バックナンバー積層 M4 階〉ISSN:03856526 
 
 「漢方医学」漢方医学社 [編] 〈1 階学生用雑誌（５年保存受入中）バックナンバー･･･

積層 M4 階〉 
  ISSN:02882485 
 
 ●データベースで調べる 
 
  ＜データベース（一例）＞ 
 ・フリーアクセス 
 「CiNii Articles - 日本の論文をさがす」 
<a href=""http://ci.nii.ac.jp/ja"">http://ci.nii.ac.jp/ja</a> 
 ※学協会で発行された学術雑誌と大学等で発行された研究紀要の両方を検索し、検索さ

れた論文の引用文献情報や、無料公開されている論文は本文を参照したりすることが可能。 
 
 ・学内接続 
 「JDream㈽」(OPAC へのリンク機能あり） JST 作成の科学技術・医学・薬学関係の国

内最大の雑誌・論文記事のデータベース。 
 
 「医中誌 Web」(OPAC へのリンク機能あり） 国内で発行される医学、歯学、薬学、及び

看護学などの定期刊行物の文献情報を収録したデータベース。  
 
 「メディカル・オンライン」(OPAC からのリンク機能あり） 
 
 ※日本国内の学会・出版社発行の雑誌に掲載された医学、歯学、薬学、看護学、医療技術、

栄養学、衛生・ 保健などのあらゆる医学関連分野の医学文献から検索し、全文閲覧・ダウ

ンロードが可能。 
 
 「YAKUNET」 月・水・金発行の医薬新聞である「薬事日報」の記事全文、写真、図表

をインターネット上で閲覧できます。 
 
 ＜検索される雑誌記事（一例）＞ 
 〇「漢方薬 呼吸器疾患にきく漢方治療」水嶋 丈雄 難病と在宅ケア 20(1) (通号 223) 
[2014.4]  
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     [NDL-OPAC] 
 
 〇「がん化学療法の副作用を軽減するために、漢方薬を組み合わせることで対応が可能に」

(特集 がん治療と漢方薬) 
   今津 嘉 
    
参考資料  
国立国会図書館関西館事業部 編集 , 国立国会図書館関西館. レファレンス協同データベ

ース事業調べ方マニュアルデータ集 : データと解説. 国立国会図書館関西館事業部, 2007. 
 
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000001-I001914507-00||9784875826507"  
  
作成日 2014/12/1 
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23. 政府開発援助（ODA）について調べる                333  
 涌井 絵未奈 中央大学図書館 

調べ方  

① 用語の確認 
 
『国際協力用語集』国際協力事業団編集協力、国際開発ジャーナル社、1987 
国際協力に関する用語について、調べることができる。 
 
② 政府開発援助について 
 
【インターネットで調べる】 
 
外務省「国際協力 政府開発援助 ODA ホームページ」（外務省ホームページ） 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index.html (2014/11/29 確認) 
 
ODA の概略、実施体制、実績など、全般的な情報が掲載されている。 
 
また、「政府開発援助（ODA）白書」、「政府開発援助(ODA)国別データブック」などの報告

書も閲覧することが可能。 
 
独立行政法人国際協力機構（JICA）「国際協力・ODA について」（JICA ホームページ） 
http://www.jica.go.jp/aboutoda/index.html (2014/11/29 確認) 
 
JICA は ODA の二国間援助と多国間援助という大別のうち、二国間援助を担う機関である

が、ODA の概略やプロジェクトの詳細などが掲載されている。 
 
また「国際協力機構年報」、旧国際協力銀行（JBIC）の年報も閲覧することが可能。 
 
OECD「主要統計」（OECD 東京センターホームページ） 
http://www.oecd.org/tokyo/statistics/ (2014/11/29 確認) 
 
経済協力開発機構（OECD）が公開している各種統計を閲覧できる。DAC（経済協力開発機

構（OECD）に設置されている委員会の 1 つ）の加盟国による援助に関する統計もある。

（データ内容は英語） 
 
財務省「財務省広報誌「ファイナンス」」(財務省ホームページ) 
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https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/index.htm (2015/1/30 確認) 
 
財務省の施策に関する記事や資料が掲載されており、予算関係の特集などバックナンバー

も閲覧できる。 
 
【白書・報告書で調べる】 
 
・「政府開発援助(ODA)白書」 外務省編 ※上記 HP 公開あり 
・「ODA 評価年次報告書 = ODA evaluation」外務省［編集］ ※上記 HP 公開あり 
・「国際協力機構年報」 Japan International Cooperation Agency ※上記ＨＰ公開あり 
・「経済協力の現状と問題点」通商産業省 [編] 
 ※ODA 白書の起源とされる経済協力の白書、日本の援助に関する歴史的経緯を見れる 
・「経済・技術協力便覧」情報企画研究所 
 
③ 関連する文献を探す 
（1）主題から探す（タイトルや著者を限定せずに、関連のテーマで出版されている資料を

探す） 
本学では NDC の改訂 7 版を使用しており、対外経済協力は 333.8 に分類される。 
OPAC の詳細検索で検索項目「分類」のボックスに NDC7:333.8 と入力して検索すると、

関連資料がヒットする。 
また、333.81 のように、地域別に分類されているものもあるため、地理区分を確認のうえ

同様に検索するか、書棚で併せてブラウジングすると良い。 
 
（2）キーワードで探す 
政府開発援助、ODA、国際協力、経済協力・・・などのキーワードで検索する。 
自館所蔵：OPAC 
他館所蔵を探す場合 
・CiNii Books  http://ci.nii.ac.jp/books/ (2014/11/29 確認) 
 全国の大学図書館等の蔵書が検索できる 
・Webcat Plus http://webcatplus.nii.ac.jp/# （2014/11/29 確認） 
 全国の大学図書館等の蔵書が検索でき、連想検索機能もある 
 
（3）雑誌などの掲載情報を探す 
・Cinii Articles （フリー） http://ci.nii.ac.jp/ （2014/11/29 確認） 
 国内の大学発行の紀要や、学術雑誌などに掲載された論文などを検索でき、一部は本文の

参照も可能。 
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・magazineplus （契約が必要なデータベース） 
 雑誌記事情報を検索できる。 
    
参考資料  
"小浜裕久著 , 小浜, 裕久(1949-). ODA の経済学 第 3 版. 日本評論社, 2013-02. 
 
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000074-I000669665-00||9784535556249"  
  
作成日 2014/12/1 
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