
 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。） 
                   インドネシアは大小1万7千もの島々からなる

世界最大の群島国家です。『多様性の中の統

一』をスローガンにしたこの巨大国家について

調べてみましょう。 
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インドネシアについて調べる 
（図書編） 

 

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。 

 

インドネシアについての入門書を読もう 
 

 
■ 上記の本は一例です。他にもインドネシアについて書

かれた入門書はたくさんあります。 
また、インドネシア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」めこん）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） 

 
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 

ほか 

インドネシアの事典 / 石

井米雄監修 ; 土屋健治, 

加藤 剛, 深見純生編．同朋

舎出版，1991 

224 

Tu 

中央図書館

国際開発 

法学部 

ほか 

■ 図書は NDC : 日本十進分類法順に並んでいます。 
インドネシア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 

224 インドネシアの歴史 

302.24 インドネシアの政治・社会・文化事情
312.24 インドネシアの政治 

 

★ インドネシア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 + 24（インドネシアを表す地域区分） 
例：インドネシアの経済 

（332.24＝経済事情+インドネシア） 

    * 文学等、一部例外あり。 

 

このことを知っていると、たとえ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。 

 

 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） 

 
資料情報 請求記号 配架場所 

もっと知りたいインドネシ

ア / 綾部恒雄，石井米雄編．

第 2版，弘文堂，1995 

302.24 

A 

中央図書館

文比較 

インドネシアを知るための

50章 / 村井吉敬, 佐伯奈津

子編著．明石書店，2004 

302.24 

Mu 
国際開発 

インドネシア：島々に織りこ

まれた歴史と文化 / 小池誠

著．三修社，1998（新アジア

生活文化読本） 

302.24 

Ko 
国際開発 

■ 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と

雑誌の総合目録データベースです。 

 

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。 

 

                   

 

 

           ラフレシア 

           （インドネシア原産の 

世界最大の花） 

 

http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbebook.html#jkn
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#KIKUZO2
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://webcatplus-equal.nii.ac.jp/libportal/equalTop.html
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。 

 

  資料情報 請求記号 配架場所 

アジア政治を見る眼：開発独

裁から市民社会へ / 岩崎育

夫著．中央公論新社，2001（中

公新書） 

312.2 

I 

中央図書館

国際開発 

法 

インドネシア：多民族国家の

模索 / 小川忠著．岩波書店，

1993（岩波新書） 

302.24 

O 
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 

インドネシア：揺らぐ群島国

家 / 後藤乾一編；倉沢愛子，
村井吉敬，ディディ・クワル

タナダ[著]．早稲田大学出版
部，2000 

302.24 

G 国際開発 

インドネシア侵略と独立 / 

「アジア・太平洋地域の戦争

犠牲者に思いを馳せ、心に刻

む集会」実行委員会編．東方

出版，2000  

210.7 

A 
国際開発 

現代インドネシア経済史論：

輸出経済と農業問題 / 加納

啓良著．東京大学出版会，2004

（東洋文化研究所紀要別冊） 

332.24 

Ka 
中央図書館

国際開発 

現代インドネシアの開発と政

治・社会変動 / 間苧谷榮著．
勁草書房，2000 

302.24 

Ma 
国際開発 
経済 

村落開発支援は誰のためか：

インドネシアの参加型開発協

力に見る理論と実践 / 小國

和子著．明石書店，2003 

611.1524 

O 
国際開発 
農学国際 

インドネシア農村社会の変

容：スハルト村落開発政策の

光と影 / セロ・スマルジャ

ン, ケンノン・ブリージール

著；青木武信 [ほか] 訳．明

石書店，2000 

611.1524 

So 

中央図書館

国際開発 

 

 

インドネシア語を話そう 

 
資料情報 請求記号 配架場所 

CDエクスプレスインドネシ

ア語 / 柴田紀男著．白水

社，2002 

829.42 

Si 
中央図書館

Linguaphone Kursus Bahasa 

Indonesia．リンガフォン・

ジャパン，c1988 

829.42 

B 
中央図書館

インドネシア語を話そう / 

左藤正範著. 大学書林, 

1991 

829.42||Sa 中央図書館

辞書なしで学べるインドネ

シア語の最初歩 / 高井京

一著. 三修社, 1994 

829.42||Ta 中央図書館

 

ビデオを見よう 

 
資料情報 請求記号 配架場所 

黄金半島を越える：インド洋か

らシャム湾へ．NHK サービスセ

ンター 

ビデオカセット 1巻 (50 分） 

V290.9 

N 

8 

国際開発 

 

Next Step さらに専門的な情報を探してみよう 
 

さらにテーマを掘り下げて探すためには、文献案内やリ

ンク集を見てみましょう。 

 

資料情報 請求記号 配架場所

発展途上地域日本語文献目録：ア

ジア，アフリカ，ラテンアメリカ，

オセアニア．アジア経済出版会，

1981-2003+ 

I303.1 

A 

国際開発

経済 

法 ほか

 

■ 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 

0014502
基礎セ

ミナー
鮎京正訓 アジアとは何か？ 

 

 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。 

  姉妹編として「インドネシアについて調べる（雑誌記

事・新聞記事・インターネット編）があります。こちら

もご覧ください。 

5-MArch-2009 

http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://shinshomap.info/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/dbdb/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/dbdb/
http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/service/library/

