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教育学関係資料の調べ方
■ このマ ークが付いているデータベース は、図書館ホームページ「 データベース 検索」内にリンクされて いま す。

✽国内で刊行されている図書から探す

キーワード・関連語

■Webcat Plus

不登校、いじめ、学級崩壊、幼児教育、学力格差、生涯教
育、教育評価、地域社会、家庭、など

明治以前の図書から新刊書まで約 250 万冊の日本語
の図書が「連想検索」できる。所蔵している図書館
も表示される。

■NDL-OPAC

入門的な情報
文献を探す前に、テーマに関する基本的な知識や背景を調

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている
図書や雑誌が検索できる。

査しましょう。

■ JapanKnowledge

■Books.or.jp

『日本大百科全書』、『現代用語の基礎知識』『プログレッ
シブ英和中辞典』などが利用できます。

国内で発行された入手可能な書籍が検索できる。出
版社のホームページやオンライン書店へのリンクも
ある。

＜図書館所蔵している図書（一例）＞
資料情報

請求記号

配架場所

世界大百科事典
2007 年改訂新版

031/H51

2 階百科事典・白書

日本の統計

351.05/N71

2 階参考図書

教育学がわかる。新版 朝日
新聞社 2003 (AERA MOOK:89)

081/A17

2 階百科事典・白書

雑誌・雑誌記事を探す
✽学内の所蔵から探す（OPAC を使う）
オンライン目録（OPAC）で本学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。

図書を探す
＜図書館で所蔵している主な雑誌＞

✽学内の所蔵から探す（OPAC を使う）
オンライン目録（OPAC）で本学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。

資料情報

請求記号

配架場所

学校マネジメント

Z370/GAK-0011

2 階雑誌

教職課程.

Z370/KYO-021

2 階雑誌

教育フォーラム.

Z370/KYO-035

2 階雑誌

＜図書館で所蔵している図書（一例）＞
資料情報
サヨナラ、学校化社会
太郎次郎社, 2002

上野千鶴子著

請求記号

配架場所

370.4/U45

3 階一般

✽国内で刊行されている雑誌から探す
■Webcat Plus

学力論争とはなんだったのか 山内乾
史, 原清治著 ミネルヴァ書房, 2005

370.4/Y38

世界でいちばん受けたい授業 : 足立
十一中「よのなか」科 藤原和博著 小
学館, 2001

375/F56

3 階一般

一致検索では、図書と雑誌が検索できる。所蔵している
図書館も表示される。

生きる力を育むために : 15 の知恵江
川紹子編著 岡安直比ほか述 時事通 370.4/E29
信社, 2003

3 階一般

■NDL-OPAC
国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている図書
や雑誌が検索できる。

3 階一般
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✽雑誌の中の記事を探す

新聞記事を探す

■CiNii(サイニイ)：NII 論文情報ナビゲータ
学協会で発行された学術雑誌と大学等で発行された研

新聞記事は、データベースを利用すれば、簡単にキーワー

究紀要の両方を検索し、検索された論文の引用文献情報

ドや日付などの条件に応じた記事を探し出すことができ

や本文を PDF ファイルで閲覧可能なものもある。

ます。全文はもちろん、PDF ファイルで掲載紙面のままを
閲覧することも可能です。

■MAGAZINEPLUS
国内最大の雑誌・論文記事のデータベース。一般週刊誌
から学術雑誌まで幅広く採録されている。検索結果には
広島修道大ＯＰＡＣというリンクボタンが表示されて
いるものは、その雑誌を図書館で所蔵しているので、巻
号を確認する。ただし、リンクボタンが無くても所蔵し
ている場合があるので要注意。

＜図書館で利用できるデータベース＞
データベース

新聞

聞蔵

朝日新聞

1985 年 8 月〜

日経テレコン 21

日本経済新聞

1975 年〜

■国立国会図書館雑誌記事索引（NDL-OPAC）

＜新聞記事例＞
記事情報

国内で刊行された学術雑誌、紀要を中心に人文科学･社
会科学・自然科学の記事情報が検索可能。

収録期間

「鹿児島大、経済効果８６７億円、雇用など地域貢献」2008
年 03 月 12 日 日本経済新聞朝刊 地方経済面 (九州Ａ)
13 ページ

＜こんな雑誌記事が検索できます＞
記事情報
MAGA
ZINE
PLUS

「幼児教育ビジネス 「親の不安」に商機あり--読み書
き計算、体操に英語、3 歳から大忙し」 日経ビジネ
ス 1411 2007 pp.110-113

CiNii

不登校へのかかわりから学んだこと 教師の「心のゆと
り」が関係を築く 伊藤 一夫 月刊学校教育相談
22(4) 2008 pp.110-113

「高校生の６割「宮崎どこ？」、大学生も３割 地理教育、
どげんかせんと 学会調査」 2008 年 03 年 20 日 朝日新聞
朝刊 2 社会 38 ページ

専門的な情報源
更に深くテーマを掘り下げるには専門事典、白書、年鑑な
どの情報源が役立ちます。

検索結果の雑誌は必ず OPAC で再検索！
『日経ビジネス』

『月刊学校教育相談』

資料情報

請求記号

配架場所

370.59/Mo31

本学で所蔵していない

文部科学統計要覧 文部科学省生
涯学習政策局調査企画課［編］ 財
務省印刷局 2002-

2 階参考
図書

367.6/B66

2 階参考
図書

配架場所で閲覧、必

所蔵している図書館等

日本子ども資料年鑑 2002 母子
愛育会・日本子ども課程総合研究所
編 KTC 中央出版 2002

要に応じてコピー

へ行く or 文献複写依

現代学校教育大事典
安彦忠彦 〔ほか〕 編
2002

370.33/A13

2 階参考
図書

378.03/Sh95

2 階参考
図書

本学で所蔵している

頼で取り寄せ（有料）

障害児教 育小辞典
共同出版 1981

教育学論説資料（CD-ROM）
教育学論説資料は、国内の大学・学会の紀要・機関誌の中
から教育学に関する論文を集成したもので、図書館内の
CD-ROM 専用の PC を使って、題名、執筆者、掲載誌毎にキ
ーワード検索することができます。検索結果には冊子の号
数が書いてあるので、3F にある冊子で本文を閲覧する。
「2007 年出版のものに 2004 年の論文が掲載される」程度
の時間差があるものの、検索結果の論文は必ず図書館内で
閲覧できるので安心して使える。
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