広島修道大学図書館

作成日：2008.4.1

国際政治関係資料の調べ方
■ このマークが付いているデータベースは図書館ＨＰ「データベース検索」からアクセスできます。

キーワード・関連語

■Webcat Plus

国際法 国連 安全保障 EU 冷戦 民族紛争
ASEAN 開発援助 PKO ODE 軍縮

全国の大学図書館が所蔵して いる明治以前の図書
から新刊書まで 約 250 万冊の日本語の図書が「連想

入門的な情報源

検索」できます。 目次や内容もわかりま す。

■ JapanKnowledge

■Books.or.jp

『日本大百科全書』，『現代用語の基礎知識』，『プロ

国内で発行された入手可能な書籍が検索で きる。出

グレッシブ英和中辞典』な どが利用できま す。

版社ホームページ やオンライン書店へのリ ンクもあり

●『世界大百科事典』（平凡社）

ます。

請求記号：031/H51 ２階百科事典・白書コーナー

雑誌・雑誌記事を探す

●「国際政治」に関する言葉について調べるには。。。

●広島修道大学図書館の所蔵を OPAC で探す

＜図書館で 所蔵して いる辞典（一例）＞
資料情報（書誌情報）
国際政治辞典 猪口孝ほか編
弘文堂 2005
国際政治経済辞典 川田侃編
東京書籍 1993
対日関係を知る事典 平野健一郎
監修 平凡社 2001

請求記号
319.03/
I 55
319.03/
KA98
319.1/
H 66

配架
場所
２階参考
図書
２階参考
図書
２階参考
図書

オンライン目録（ＯＰＡＣ）で本学図書館所蔵の雑誌を
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。
＜図書館で 所蔵して いる主な雑誌＞
資料情報（書誌情報）

国際政治について書かれた本を探す

Newsweek

請求記号･資
料 ID
Z050/NEW1

国際政治

Z310/KOK14

外交フォーラム

Z310/GAI3

● 広島修道大学図書館の所蔵を OPAC で探す
オンライン目録（ＯＰＡＣ）で本学図書館所蔵の本を調

配架場所
2階
新着雑誌
2階
新着雑誌
2階
新着雑誌

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。

●国内で刊行されている雑誌を探す

＊国際政治の請求記号には主に 319 が付いています。

■Webcat Plus

＜図書館で 所蔵して いる図書（一例）＞

一致検索で は、図書と雑誌が検索できる。所蔵し

資料情報（書誌情報）

請求記号

配架
場所

新国際政治がわかる 朝日新聞社
2002 (AERA Mook)
映画で学ぶ国際関係
三上貴教編 法律文化社 2005
平和学は訴える 岡本三夫著
法律文化社 2005

081/ A 17

2 階百科
事典白書

319/ Mi21

3 階一般
図書
3 階一般
図書

319.8/O 42

ている図書館も表示されま す。

■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ま す。

●海外で所蔵されている雑誌を探す
■WorldCat

●国内で刊行されている本を探す

海外の図書館が所蔵する資料を検索できま す。

■NDL-OPAC
国立国会図書館の蔵書目録。 明治以降国内で 刊
行されて いる図書や雑誌が検索できま す。
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●雑誌記事の探し方
■CiNii(サイニイ)：NII 論文情報ナビゲータ

■ 日経テレコン２１（学内専用／ア クセス制限なし）

大学の研究紀要と学協会の雑誌の論文を収録し

日経４紙の記事が収録されて いま す。その他企業

たデータベースで す。 一部の論文には全文データ

情報や人事情報を検索することができま す。

■Google News Archive Search

が収録されていま す。

■MAGAZINEPLUS（マガジンプラス）

Google 社が提供している過去約 200 年分のニュ

国内最大の雑誌・論文記事のデータベース。 一般

ース記事の検索サービスで す。

週刊誌から学術雑誌まで 広く収録されていま す。

専門的な情報源
更に、 深くテ ーマ を掘り下げるには専門辞典、白書、年

＜こんな雑誌記事が検索できま す＞
記事情報

鑑などの情報源が役立ちま す。

菅英輝 冷戦後の米国のヘゲモニーと世界秩序
『国際政治』 150 2007 p.18-34

資料情報（書誌情報）

請求記号

Keesing s Record of World
Z300/
Events （世界重要ニュースの英文抄 KEE1

伊奈久喜 小泉外交とはなんだったのか
『外交フォーラム 』 19(11) 2006 p.12-20

論文の掲載雑誌が本学図書館にあるか、 OPAC で調
べてみましょう。あれば、配架場所へ直行!!
なければ、他大学から複写を取り 寄せることができま す。

新聞・新聞記事を探す
●原紙／縮刷版
日刊新聞は新聞コーナーにありま す。 縮刷版は現物

配架
場所
1 階書庫

録。世界著名新聞から採録）

軍縮条約・資料集 第 2 版
有信堂弘文社 1997
世界開発報告 世界銀行編
一灯舎 2007
世界年鑑
共同通信社

319.8/
F 62
338.98/
Se22

059/
Se22
319.1/
W 14
333.6/
Se22

外交青書
外務省編
世界経済の潮流
内閣府編 国立印刷局

２階参考
図書
２階参考
図書
２階参考
図書
2 階百科
事典白書
2 階百科
事典白書

の新聞をそのま ま 縮小して冊子体にしたもので 、巻
頭の索引を使うと関連するテ ーマの新聞記事が検索
できます。

ＷＥＢサイト
キーワードを参考に関連の W EB サイトを検索してみ
ましょう。

＜図書館で 所蔵して いる新聞（一例）＞
新聞名
朝日新聞（日刊）
日本経済新聞（日刊）
毎日新聞縮刷版

●政府情報

配架場所
新聞コーナー
新聞コーナー
2 階電動書架

■電子政府の総合窓口・・・各省庁の情報を検索。
■ODA ホームページ ・・・外務省作成。ODA に関す
る情報が見られる。

■購読紙一覧は図書館ＨＰのＱ＆Ａを参照。

●その他
■ 日本国際問題研究所・・・国際問題を研究する総

● 新聞記事の探し方

合的な国際問題研究機関。

○データベ−ス

■アジ ア経済研究所・・・日本における開発途上国

探して いるテ ーマの新聞記事をテ ーマ、 キーワード、

研究の拠点で、 実態と課題を研究し世界に提

日付等から検索して全文を読むことができま す。

供している。

■聞蔵 II ビジュアル（学内専用／２アクセス）
朝日新聞の全文記事データベースで す。 記事の検
索は 1945 年からで きます。

世界銀行東京事務所

・・・1970 年に設立され、広報と資金調達が主な
活動。
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http://web.worldbank.org

