
 レベル：初学者向け 

 情報への道しるべ （レポート作成時の情報探索ガイドとして活用してください。） 
                   

ラオス 
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      首都：ビエンチャン 通貨：キープ 
ラオスはタイ、カンボジア、ベトナム、中国などに囲まれ

た東南アジアの内陸国です。2005 年、日本の国交樹立

50 周年を迎えたこの国について調べてみましょう。 
 

 

百科事典で基礎的な事項を確認する 

 

 
 Japan Knowledgeからは「日本大百科全書」、「imidas」、
聞蔵からは「現代用語の基礎知識」も検索できます。（学

内限定） 

 

★ それぞれの事典によって少しずつ記述が異なってい

ます。時には複数の百科事典を比べてみることも重要です。 

 

   国章 
 

ラオスについての入門書を読もう 
 

 
■ 上記の本は一例です。他にもラオスについて書かれ
た本はたくさんあります。またラオスについて書かれた本

だけでなく、東南アジア全般について書かれた本（入門 

東南アジア研究. 上智大学アジア文化研究所編. めこん, 
1999）なども参考になります。 

もっと詳しい情報を調べよう（書架で探す） 
 
■ 図書は NDC : 日本十進分類法順に並んでいます。 資料情報 請求記号 配架場所 

世 界 大 百 科 事 典 . 

1981 年版. 平凡社, 

1981-1983 

031 

Se 

中央図書館 

国際開発 

ほか 

東南アジアを知る事

典：ベトナム+カンボ

ジア+ラオス+タイ+ミ

ャンマー+マレーシア

+ブルネイ+シンガポ

ール+インドネシア+

フィリピン / 石井米

雄 [ほか] 監修．新訂

増補．平凡社，1999  

223 

To 

中央図書館 

国際開発 

留学生センター

ラオスについて書かれた本を調べる時は、自分がどんな

情報を求めているかが重要になります。 

 

分類番号 分野 

223.6 ラオスの歴史 

302.236 ラオスの政治・社会・文化事情 

312.236 ラオスの政治 

 

★ ラオスについて書かれた図書は基本的に下記の約束

で分類されています。 

主題の NDC + 236（ラオスを表す地域区分） 

例：ラオスの教育（372.236＝教育事情+ラオス） 

ラオスの農業（612.236＝農業史+ラオス） 

    * 文学等、一部例外あり。 

このことを知っていると、タイトルがわからなくても、

自分の必要な資料を書架で探すことができます。 

また、わからない時は図書館のスタッフに、『ラオスに

ついてこのような事が調べたい』と聞いてみてください。 

 

 図書館の利用案内を見れば，分類表や資料の配置場所

がわかります。 

 

もっと詳しい情報を調べよう（インターネット編） 

 
■ 名古屋大学にある図書をOPACで探す。 
オンライン目録（OPAC）を使って，名古屋大学の図書と

雑誌を探すことができます。 

 
 調べ方がわからない時は，ガイドシートリスト（OPAC

やデータベースの使い方）もあります。 

 

■ 日本の図書館・研究機関が所蔵する図書を探す。 

WebcatPlus(一致検索) 

 全国の 1,000 以上の大学図書館等が所蔵する図書・雑誌

の総合目録データベースです。 

 
資料情報 請求記号 配架場所 

もっと知りたいラオス. 

綾部恒雄, 石井米雄編. 

弘文堂, 1996 

302.236 

A 

中央図書館

文比較 

ラオス概説. ラオス文化

研究所編 .  めこん , 

2003 

292.36 

R 
中央館 

NDL-OPAC

国立国会図書館が所蔵する図書・雑誌の総合目録データ

ベースです。 

 

 名古屋大学で所蔵していなくても、取寄せをしたり、

直接所蔵する図書館に行ったりして利用できます。詳

しくは所属する図書室にお問合わせください。 

 

 

 

 
ワット・シーサケット 
 

http://na.jkn21.com/
http://na.jkn21.com/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/index.html
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide_c/guide/ndc.html
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/gsheets/index.html
http://webcat.nii.ac.jp/
http://opac.ndl.go.jp/
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もっと詳しい情報を調べよう（内容から探す） 

 
■ 図書の目次や内容から探す 

 Webcat Plus（連想検索）

  内容紹介や目次情報に含まれる語句からも図書を探す

ことができます。 

 

  新書マップ

  テーマに関連した新書・選書をキーワードや文章で探す

ことができます。それぞれの本の内容紹介と目次情報をみ

ることができ、連想検索によって関連テーマの本を探すの

も簡単です。 

（一例） 

  資料情報 請求記号 配架場所 
ラオス : インドシナ緩衝

国家の肖像. 青山利勝著. 

中央公論社, 1995 

302.236 

A 
中央図書館 

 
専門的な資料を探そう（参考文献を使いこなす） 

 
■ 入門的な図書に掲載されている参考文献（引用文献）
から関連図書を探すこともできます。（一例） 

資料情報 請求記号 配架場所 

ラオスの開発と国際協力. 

西澤信善, 古川久継, 木

内行雄編. めこん, 2003 

333.8236 

I 国際開発 

 
雑誌記事を探そう 

 

■ MAGAZINEPLUS，NDL-OPAC（雑誌記事索引） 
日本語で書かれた雑誌記事を探すことができます。

掲載雑誌がわかったら，オンライン目録（OPAC）を使

って，名古屋大学が所蔵しているかどうか調べること

ができます。 

 

■ アジ研OPAC

   アジア経済研究所が受入れしている雑誌に掲載され

た記事を探すことができます。主に経済学分野や発展途

上国に関する論文を検索できます。 

 
 名古屋大学で所蔵していない場合は，コピーを取り寄

せることもできます。詳しくは所属する図書室にお尋ね

ください。 

 

新聞記事を探そう 

 

■ 聞蔵（きくぞう）DNA for Libraries
朝日新聞のオンライン記事データベースです。1984

年 8 月以降の 400 万件にのぼる記事を収録。 

 

■ LexisNexis Academic 

   海外の新聞記事のほか、テレビのニュース番組の原稿
など 5,900 以上の媒体が収録されています。全文を読む

ことができます。 

 
ラオスの新聞記事を探す。 
■ Vientiane Times 

   ラオスの新聞のオンライン版。 

 

 

ラオスのことばを話してみよう。 

 
公用語はラオス語です。 

 

 

＝ ラオス人民共和国 

 

資料情報 請求記号 所蔵 
エクスプレスラオス語. 鈴

木玲子, ポーンケオ・チャ

ンタマリー著. 白水社 

1999 

829.369 

Su 

中央図書館

AV 

 

ラオスの食事について調べてみよう。 
 

ラオスの食生活について調べてみよう。 

資料情報 請求記号 所蔵 

ベトナム・カンボジア・ラ

オス・ミャンマー. 森枝卓

士著.  農文協, 2003

（世界の食文化） 

383.8 

I 

4 

中央図書館

 

インターネットで探そう 

 
■ 主な関連サイト 
 □ ラオス人民民主共和国

  外務省作成。首都・人口・言語といった一般事情のほ

かに、政治体制、外交、経済、日本との関係などの情

報がまとめられている。 

□ Visit Laos

 ラオス観光局のウェブサイト 

 

■ インターネットの情報は誰でも発信が可能なかわり

に、必ずしも正確だとは限りません。得られた情報は複

数の情報源で確認し、裏づけをとることが重要です。ま

たインターネットの検索エンジンを使う時は，それぞれ

の特徴を調べて効果的に使いましょう。Yahoo!では，カ

テゴリの上のレベルや横のレベルも見ながら関連情報

を探してみましょう。代表的な検索エンジン Google 

Yahoo!

 

Next Step さらに専門的な情報を探してみよう 

 

■ NUL Academic Resource Cabinet － 情報検索の

とびら－ 

  学術情報探索のためのポータルサイトです。 

 

関連する全学教育科目 

 

時間割 

コード 

科目 

区分 

担当 

教員 
テーマ 

0014501
基礎セ

ミナー

加藤 

久美子 

東南アジアと日本との

関係を考える 
 

 この情報への道しるべについてのご意見・ご質

問は，国際開発研究科情報資料室までご連絡くだ

さい。  
16-September-2005 

http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://shinshomap.info/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbnichigai.html
http://opac.ndl.go.jp/
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/
http://opac.ide.go.jp/search/index.html
http://www.vientianetimes.com/Headlines.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/laos/
http://www.visit-laos.com/
http://web.kyoto-inet.or.jp/org/kyo-yoh/kensaku/kensaku.html
http://www.google.co.jp/
http://www.yahoo.co.jp/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/gyomu/dbdb/index.html
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/gyomu/dbdb/index.html

