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。）
学力低下、近隣諸国との関係悪化など日本の
教科書について様々な問題が起こっています。

教科書問題を調べる
ミッチー

まずは基本を押さえよう
教科書とはどういったものかということやその歴史につ
いて基本的なところを確認しましょう。
（一例）
資料情報
請求記号
配架場所
世界大百科事典．2005 年改
031
中央参
訂版．平凡社，1988
Se
（2 階）
現代学校教育大事典 / 安
R370.33
国際開発
彦忠彦 [ほか] 編. 新版.
G
教育
ぎょうせい, 2002

■ 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、関連す
る図書をもれなく探し出す検索方法です。
新書マップ http://shinshomap.info/
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
みることができます。
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
歴史教科書問題 / 三谷博編
372.107
中央館
著. 日本図書センター ,
R
（3 階）
2007.6（リーディングス日本
6
の教育と社会 6）
国際開発
国際歴史教科書対話 : ヨー
中央館
ロッパにおける「過去」の再
372.34
Ko
（3 階）
編 / 近藤孝弘著. 中央公論
情報・言語
社, 1998 (中公新書)
ドキュメント日韓歴史教育の
375.32
いま : 教科書問題と教育実
情報・言語
践交流 / 北澤卓也著. 桐書
Ki
房, 2001
歴史はどう教えられている
か : 教科書の国際比較から
375.32
国際開発
N
中央館
/ 中村哲編著. 日本放送出版
協会, 1995 (NHK ブックス)
歴史教科書何が問題か : 徹
底検証 Q&A / 小森陽一, 坂本 375.323
情報・言語
義和, 安丸良夫編. 岩波書
Ko
店, 2001
教科書が危ない : 「心のノー
ト」と公民・歴史 / 入江曜子
375.9
中央館
I
著. 岩波書店, 2004 (岩波新
書)
日本が「神の国」だった時代 :
375.9
中央館
国民学校の教科書をよむ /
入江曜子著. 岩波書店, 2001
I
情報・言語
(岩波新書)
教科書の社会史 : 明治維新
から敗戦まで / 中村紀久二
375.9
中央館
N
著. 岩波書店, 1992 (岩波新
書)
小学校教科書を読む : 新検
375.9
定をへて / 山住正己,俵義文
国際開発
〔著〕. 岩波書店, 1992 (岩
Y
波ブックレット)

¾ Japan Knowledge （学内限定）
からは「日本大百科全書」、「imidas」、聞蔵 （学内限定）
からは「現代用語の基礎知識」も検索できます。
★ 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。複数の事典を比べてみることも重要です。

書架で教科書について書かれた図書を探そう
■ 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。
分類番号
分野
370 - 379
教育学
375.1
学習指導、学習指導要領
375.12
教材研究、教材選択
375.32
歴史教育
375.9
教科書

Internet で教科書について書かれた図書を探そう
■

OPACで探す
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。
¾ 調べ方がわからない時は，OPACやデータベースの使
い方を紹介するガイドシートリスト 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）
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。
¾

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。

1

教科書問題について書かれた雑誌記事を探そう

外国の教科書を読んでみよう

■ CiNii
日本の学会誌と紀要に掲載された論文を探すことができ
ます。一部の論文は全文が収録されています。

資料情報
躍動する韓国の歴史 : 民間
版代案韓国歴史教科書 / 全
国歴史教師の会編 ; 日韓教
育実践研究会訳. 明石書店,
2004 (世界の教科書シリー
ズ)
中国の歴史 : 中国高等学校
歴史教科書 / 人民教育出版
社歴史室編著 ; 小島晋治
[ほか] 訳. 明石書店, 2004
(世界の教科書シリーズ)
ポーランドの 高校歴史教科
書 : 現代史 / アンジェイ・
ガルリツキ著 ; 渡辺克義,
田口雅弘, 吉岡潤監訳. 明石
書店, 2005 (世界の教科書シ
リーズ)

■ 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。
雑誌記事（一般的な月刊誌・週刊誌など）
■ 大宅壮一文庫雑誌記事索引検索Web版（学内限定）
1988 年以降の約 400 誌から採録した 200 万件以上の記事
索引を検索できます。
■ ERIC （学内限定）
アメリカ合衆国教育省作成。教育学に関連した論文を収
録したデータベースです。OPACの所蔵確認リンクもあり
ます。学外からでも使える無料公開版はERIC Database
http://www.eric.ed.gov/ です。
■

EDMARS教育研究文献情報データベース
http://www.crdc.gifu-u.ac.jp/edmars/index.html
岐阜大学教育学部附属カリキュラム開発研究センター
作成の教育学文献データベースです。

請求記号

配架場所

221.01
Ko

中央館
（3 階）
国際開発
情報・言語

222.01
Z

中央館
（3 階）
国際開発

234.9
Gar

中央館
（3 階）
教育

インターネットで探そう
■

主な関連サイト
□ 歴史教育アジアネットワーク JAPAN
http://www.jca.apc.org/asia-net/index.shtml 歴 史 教 科
書問題をはじめとする歴史教育問題に取り組む団体が
連携して結成。声明や作成資料、歴史教育関連情報の紹
介、関連する行事情報、活動報告を掲載しています。

■ 名古屋大学電子ジャーナル・アクセスサービス
（学内限定）
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。

□

子どもと教科書全国ネット 21

http://www.ne.jp/asahi/kyokasho/net21/top_f.htm 子ども
■

Web of Science （学内限定）
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。

と教科書、教育の問題を、地域から考え・とり組み・発
信する団体。教科書問題に関する資料集、リンク集など
が掲載されています。

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。所属する図書室にお尋ねください。

http://www.tsukurukai.com/ 教科書採択に関するシステ

□

新しい歴史教科書を作る会

ムや歴史認識論争に関する活動を行う。新しい歴史教
科書の紹介、教科書問題についての会の見解などを掲
載。

新聞記事を探そう

□ 教科書研究センター
http://www.textbook-rc.or.jp/ 教科書に対する基礎的・

日本の新聞記事
■ 日経テレコン 21 （学内限定）
日本経済新聞ほか日経 4 紙の記事が収録されています。

総合的な調査研究を行い学校教育及び学術の発展に寄
与することを目的としています。
■ 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。

■ 聞蔵IIビジュアル（学内限定）
朝日新聞のオンライン記事データベースです。1945 年の
記事から検索できます。
世界の新聞記事
■ LexisNexis Academic （学内限定）（英語）
世界中の新聞記事を読むことができます。

□

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。

¾ この情報への道しるべについてのご意見・ご質問は，
国際開発図書室 までご連絡ください。
http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/service/library/index.html
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