
 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。） 
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平和構築って何だろう ？  
紛争が頻発する中で「平和構築」という

概念が大きく注目されています 
 

 

キーワード・関連語を探そう 

 

 
■ Webcat Plusを使って，キーワード・関連語を

図書の内容・目次データから検索してみよう。 

■ Japan Knowledge(学内限定)を使って、関連語や

人物を検索してみよう。全文検索を使うのがコツで

す。  

まず用語を確認しよう 

 

新語事典の「現代用語の基礎知識」はJapan 
Knowledge、「知恵蔵」は聞蔵からそれぞれオンラ
インで利用できます。（学内限定） 
 

図書を探そう 

 

■ 図書は NDC : 日本十進分類法順に並んでいます。

関連分野の図書をみることも重要です。 

他にも、329.36 : NGO や 329.5 : 国際紛争の処理

など様々な分類がかかわってきます。 

 

 附属図書館の利用案内を見れば，分類表や中央

図書館の資料配置が分かります。 

 

■ OPACで調べる 

オンライン目録（OPAC）を使って，名古屋大学の

蔵書を調べることができます。 

 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。 

■ 国内で刊行されている図書を探す 

WebcatPlus（一致検索） 
Webcat 

Plus 

平和構築、紛争、復興支援、NGO、 

イラク、国際協力事業団、平和建設

Japan 

Knowledge 

新ODA大綱、人間の安全保障 
国連事務総長報告書「平和への課

題・及び補遺」、復興支援と NGO 
ブラヒミ・レポート、国連 

英訳 Peace building, Peace making 

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い図書は，取り寄せ

て借りることもできます。 

 所属別申込先一覧をご覧ください。 

 

■ 図書の目次や内容から探す 

Webcat Plus（連想検索） 

   検索キーワードから関連性の高い単語を抽出し 
それを含む図書をもれなく探し出す検索方法です。 

 

資料情報 請求記号 配架場所 

「20 世紀世界紛争事

典」浦野起央 三省堂 

209.7 

U 

中央図書館 

国際開発ほか

「Encyclopedia of 

violence, peace & 

conflict」 Lester R. 

Kurtz Academic Press 

R319.8 

L 

国際開発 

法学部 
 

 

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。 

 

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） 

分類番号 分野 

319 外交. 国際問題 

319.8 戦争と平和 

329 国際法（国連はここです） 

333.8 国際協力・経済援助 

資料情報 請求記号 配架場所 

「平和学がわかる」朝日

新聞社 

319.8 

H 

中央図書館 

国際開発 

「はじめて出会う平和

学：未来はここから始ま

る」児玉克哉 有斐閣 

319.8 

Ko 

中央図書館 

国際開発 

「平和構築研究会ブッ

クレット」平和構築研究

会 

319.8 

Sa 
国際開発 

「新しい平和構築論：紛

争予防から復興支援ま

で」山田満 明石書店 

319.8 

Y 
国際開発 

「『平和構築』とは何

か : 紛争地域の再生の

ために」山田満 平凡社

319.8 

Y 

国際開発 

法学部 

http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbebook.html#jkn
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbebook.html#jkn
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://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide_c/guide/location.html
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide_c/guide/location.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/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/ILLplace.html
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://shinshomap.info/
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雑誌記事を探そう 

 

■ MAGAZINEPLUS(学内限定)，NDL-OPAC（雑誌記事 

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。 

 
■ 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） 

 

■ 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） 

 
 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。 

 所属別申込先一覧をご覧ください。  

 調べ方がわからない時は，ホームページ「論文

を探す」を見てください。 
 

新聞記事を探そう 

 

■ 聞蔵（きくぞう）ビジュアル 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高速に

検索できます。（学内限定） 

 
■ 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て、全

文を読むことができます。（学内限定） 

 

ビデオや DVD を探そう 

 

 

インターネットで探そう 

 

■ 主な関連サイト 

□ UNDP: United Nations Development Programme

  UNDP（国連開発計画)は国連のグローバルな開発ネ
ットワークとして、変革への啓蒙や啓発を行い、

人々がよりよい生活を築けるよう、各国が知識や

経験や資金にアクセスできるよう支援しています。 

□ 平和構築研究会 

  紛争後の復興を中心に一連の平和構築について 
研究し、提言を行うことを最終目的としています。 
ディスカッションペーパーなども発行しています。  

  
□ 人間の安全保障諮問委員会事務局
「人間の安全保障」の考え方を深化させ、具体的

な行動の指針となる提言を行うことを目的として

設立された委員会です。 

 

■ 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。 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 

 

さらにテーマを掘り下げて探すためには、博士学

位論文や研究成果のデータベースを見てみましょう。 

□ 博士論文書誌データベース 
  我が国の国公私立大学等で授与された博士号の
学位論文について，標題，著者名，学位の種類等

を収録したデータベースです。博士課程を持つ大

学等を網羅していますので，博士論文を包括的に

検索することができます。 

□ 科学研究費補助金データベース

 科研費は独創的・先駆的な学術研究に与えられる 

研究助成費です。現在研究中の課題や成果概要を 

検索することができます。 
 

■ NUL Academic Resource Cabinet － 情報検索の

とびら－ 

資料情報 請求記号 配架場所 

「世界でいちばん新

しい国：東ティモール

独立と国際社会」 

アジア太平洋資料セ

ンター 

V224.6 

A 

国際開発 

視聴覚資料

  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（時間割コード順） 

 

時間割 

コード 

科目 

区分 

担当 

教員 
テーマ 

0023305 文系教養科目 大坪 滋 開発の光と影 

0035107 文系教養科目 定形 衛 
冷戦後の国際

関係 

 

 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。 

4-March-2009 

索引） 

http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbjapanese.html#MAGPLUS
http://opac.ndl.go.jp/
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/
http://sfx.usaco.co.jp/nagoya/az/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbwok.html
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/ILLplace.html
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide_c/guide/search/4.html
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide_c/guide/search/4.html
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#KIKUZO2
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#lex
http://www.undp.org/
http://peacebuilding.kir.jp/
http://www.humansecurity-chs.org/
http://www.google.co.jp/
http://www.yahoo.co.jp/
http://dbr.nii.ac.jp/infolib/meta/CsvDefault.exe?DB_ID=G0000016GAKUI&GRP_ID=G0000016&DEF_XSL=default&IS_TYPE=csv&IS_STYLE=default
http://seika.nii.ac.jp/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/dbdb/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/dbdb/

