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。）

インドネシアについて調べる
（雑誌記事・新聞記事・インターネット編）
インドネシアについて書かれた雑誌記事を探す

インドネシアについて書かれた新聞記事を探す

論文（全分野）
■ MAGAZINEPLUS(学内限定)，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。

日本の新聞記事
■ 聞蔵（きくぞう）II ビジュアル for Libraries(学
内限定)
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。
★ 他の新聞記事を探すときは、中央図書館所蔵の
CD-ROM「日本経済新聞」や各新聞の原紙、縮刷版を使いま
す。

■

CiNii（論文情報ナビゲータ）
学術雑誌と研究紀要を収録。検索の一部雑誌の本文利
用は無料です。

インドネシアの新聞記事
■ Jakarta Post
国際開発研究科で購読しているインドネシアの新聞で
す。バックナンバーは 1 年前のものまで利用できます。

論文（発展途上国・経済学・開発学分野など）
■ 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。
図書として出版されているものが「発展途上地域日本
語文献目録」です。

★ 外国の新聞記事を探すときにはLexisNexis Academic
(学内限定)が利用できます。
オンラインでインドネシアの新聞を読む
■ Bali Post

論文（東南アジア関係）
■ 東南アジア関係文献目録データベース
1975 年以降に日本国内で発行された書籍，学術雑誌
に掲載された論文，書籍に掲載の論文のうち，東南ア
ジアに関係が深いものを収録。

■

Daily Express

■

Online Newspaper.com
フィリピンだけでなく、世界各国のオンライン版の新
聞を捜すことができます。

論文（英語）
■ 名古屋大学電子ジャーナル・アクセスサービス
収録されているそれぞれのアグリゲータ(EBSCOhost、
Science Direct など)から論文を探すことができます。
全文が収録されているものもあります。（学内限定）

¾ 新聞記事の場合も、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。

統計情報を探す
（一例）

■

Web of Science
引用文献データベースなので、通常の論文検索のほ
かに、引用文献から検索したり、関連する論文を検
索したりすることができます。（学内限定）

★ 古い時代の目録や特別な主題を持つ目録の多くは図
書として発行されています。（一例）
資料情報
請求記号
所蔵
東南アジア邦文資料目録：
1946-1983 / アジア資料懇話
223
中央図書館
A
情報・言語
会東南アジア目録作成委員会
編．アジア資料懇話会，1985

資料情報

請求記号

世界経済・社会統計 / the World
Bank [編]．東洋書林，2000-

W330.59
W

世界開発金融統計 / 世界銀行
編．東洋書林，2002
Statistik Indonesia．Biro
Pusat Statistik，1991-2003+

W338.9
W
352.4
B

所蔵
国際開発
経済
工先端
国際開発
経済
国際開発

★「世界経済・社会統計＝World Development Indicators」、
「世界開発金融統計＝Global Development Finance」には
CD-ROM 版もあります。
必要なデータだけを取り出してエクセルなどの形式でダ
ウンロードすることができます。

名大には所蔵していませんが、他に「インドネシア占領期
文献目録」龍渓書舎などもあります。
¾ 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。

プランバナン寺院郡
（世界遺産）
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もっと詳しい情報を調べよう（インターネット編）

学会・研究所・図書館
■

東南アジア学会
『東南アジア関係文献目録データベース』公開など。
(http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsseas/)

■

アジア経済研究所
アジア経済研究所は、開発途上国・地域との貿易の拡
大および経済協力の促進を図ることを目的としてい
ます。(http://www.ide.go.jp/)

■

東洋文庫
アジア全域の歴史と文化に関する東洋学の専門図
書館であり、研究所です。
(http://www.toyo-bunko.or.jp/)

■

国立国会図書館アジア情報室
中国語、朝鮮語等のアジア言語資料と日本語、欧米
言語の参考図書約 3 万冊及び雑誌約 800 タイトル、新
聞約 200 タイトルを開架しています。
(http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/asia/lin
k/southeast/link̲idn.html)

インドネシアの公的機関
■

Republik Indonesia
(http://www.indonesia.go.id/)

■

Department of Foreign Affairs Republic Indonesia=
インドネシア共和国外務省
(http://www.deplu.go.id/)

■

Biro Pusat Statistik=中央統計庁
(http://www.bps.go.id/index.shtml)

■

Indonesian House of Representatives=国会
(http://www.dpr.go.id/)

インドネシアに関する情報全般
■

インドネシア共和国
外務省作成。基礎データ、最近のインドネシア情勢
と日・インドネシア関係などを提供。
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/indonesia/)

■

インドネシア文化宮
インドネシアの 24 時間ニューステレビ局「METRO TV」
東京支局が提供するインドネシア情報のサイト。
(http://grahabudayaindonesia.at.webry.info/)

リンク集
■

Indonesia WWW Virtual Library
インドネシアに関するオンライン・リソース集
(http://coombs.anu.edu.au/WWWVLPages/IndonPages
/WWWVL-Indonesia.html)

Inside Indonesia
政治や経済状況から文化、旅行情報まで総合的に紹介
しているサイト。
(http://www.insideindonesia.org/)

■

アジア研究情報ゲートウェイ
東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報センタ
ー作成。
(http://asj.ioc.u-tokyo.ac.jp/index.html)

■

国立国会図書館関西館アジア情報室アジア関係
リンク集
国立国会図書館関西館作成。
(http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/asia/li
nk/asia̲05link.html)

■

インドネシアと日本のかかわり
■

日本インドネシアNGOネットワーク= JANNI
市民レベルでの交流を進め、インドネシアの人々を
取り巻く開発・人権・環境などの問題に対する情報・
資料の収集、調査・研究活動を行っています。
(http://www.jca.apc.org/~janni/janni.htm)

■

インドネシア民主化支援ネットワーク=NINDJA
日本とインドネシアの人びとの対等平等な関係を築
くことを求めて活動。ニュースレターで民主化、人権、
労働問題、先住民族問題などの情報を提供しています。
(http://www.nindja.com/)

■

関連する全学教育科目
時間割
コード
0014501
0014502

日本・インドネシア経済協力事業協会=JIAEC
日本からインドネシアへの技術移転を推進する
ために設立された公益法人。外国人研修制度の普及
活動など。
(http://www.jiaec.jp/)

¾

科目
区分
基礎セ
ミナー
基礎セ
ミナー

担当
教員
加藤
久美子

東 南 ア ジ ア と日 本 と の
関係を考える

鮎京正訓

アジアとは何か？

テーマ

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（図書編）があり
ます。こちらもご覧ください。
5-March-2009

ボロブドゥル遺跡
（ジャワ島）
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