
 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。） 
                   

 

名大と名大生について知ろう 大学でどう学ぶか 

 

 

このキーワードで探そう 

 

■ Webcat Plus を使って，日本語の図書の内容・

目次データから検索してみよう。 

表示される関連ワードでも調べてみよう。 

 

分からない言葉があったら、用語を確認しよう 

 

■ Japan Knowledge を使って，オンラインで「日

本大百科全書」，「現代用語の基礎知識」などを調

べることもできます。 

 

図書を探そう 

 

■ 直接，図書館の棚に行って探す場合は，次の関

連分野の分類番号を探してみよう。 

 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 で調べよう。 

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そう。 

NACSIS Webcat 

 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。 

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そう。 

ブックコンテンツ・データベース 

日本語検索画面と英語検索画面があり，東京大

学が所蔵する本の「目次情報」や「内容情報（要

旨・帯・カバーからの情報）」で検索できます。 

 

■ 授業の指定参考図書から関連図書を探そう。 

 
■ 名大と名大生について調べよう。 

 
■ こんな本も読んでみよう。 

 

日本語 
大学でどう学ぶか，学習論，大学論，大学

生論，将来設計論 

資料情報 請求記号 配架場所 

現代用語の基礎知識．自

由国民社 

813.7 

G 

中 央 図 書 館 

２階参考図書 

資料情報 請求記号 配架場所 

勉強のやり方がわかる．朝日新

聞社，2004 
377.15 

A 

中央図書館

３階 

学習用図書 

知的複眼思考法 / 苅谷剛彦

著．講談社，1996 
141.5 

Ka 

人生のつくり方 / 藤原和博と

107 人の仲間たち編著．サンマ

ーク出版，2002 

 

学生のための心理相談：大学カ

ウンセラーからのメッセージ 

/ 鶴田和美編．培風館，2001 

377.9 

Tu 

中央図書館

３階 

学習用図書 

資料情報 
請求 

記号 

配架 

場所 

名大史ブックレット． 

名古屋大学史資料室，2000-04 
1.これまでの大学院・これからの大学院 

2.名古屋大学キャンパスの歴史 

3.名古屋大学スポーツの歩み 

4.豊田講堂と古川図書館 : 名古屋大学の

寄付建物 

5.名古屋大学最初の外国人教師 : ヨング

ハンス先生とローレツ先生 

6.草創期の名古屋大学と初代総長渋沢元治 

7.名大祭 : 四〇年のあゆみ 

8.新制名古屋大学の包括学校 

377.28 

Me 

中央 

図書館 

１階 

研究用 

図書 

分類番号 分野 

002 知識．学問一般 

159.7 青年訓．学生訓 

377 大学．大学教育 

377.6 海外留学 

377.9 学生．学生生活 

資料情報 請求記号 配架場所 

学問はおもしろい：「知の人生」

へどう出発したか / 選書メチ

エ編集部編． 

002 

Ko 

中央図書館 

３階学習用

図書 

二十歳のころ / 立花隆，東京

大学教養学部立花隆ゼミ著．新

潮社，1998 

281.04 

Ta 

中央図書館 

３階学習用

図書 

大学を学ぶ：「知」への招待 / 

高等教育研究会編．青木書店，

1996 

377 

Ko 

中央図書館 

３階学習用

図書 

世界の大学：知をめぐる巡礼の

旅 / 高橋史郎著．丸善，2003 
377.2 

Ta 

中央図書館 

３階学習用

図書 

留学してみたい！大学生のた

めの１年間留学 / ICC 国際交

流委員会編．三修社，2004 

377.6 

I 

中央図書館 

３階学習用

図書 
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中央図書館

３階 

学習用図書 

中央図書館

３階 

学習用図書 

366.29 

H 

http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#jkn
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://webcat.nii.ac.jp/
http://opac.ndl.go.jp/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/ILLplace.html
http://contents.lib.u-tokyo.ac.jp/contents/top.html


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。 

 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）II 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。 

■ ProQuest Newspapers 

「The New York Times」など，５紙の全文を探す

ことができます。 

 

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 

□ 名古屋大学新入生のためのスタディ・ティッ

プス 
新入生が大学で自ら学ぶ方法を獲得するためのガイドブッ

ク。大学生として必要な知的思考法のエッセンスを提供す

る。 

□ 名古屋大学学生相談総合センター 
  学生生活上の悩み、メンタルヘルス、就職の相談、カウン

セリング。名大生による新名大生のための学生生活支援プ

ロジェクト（名大ピア・サポート）など 

□ 名古屋大学海外留学室 
名古屋大学在学中の留学情報提供 

□ 就職関連情報 
名古屋大学就職資料室の利用案内や、求人情報、卒業生の

就職状況，先輩からのアドバイスなど 

■ 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。得られた情

報は複数の情報源で確認し，活用方法を考えないと，

みんな同じ引用となって．．． ☺  
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よう。 

代表的な検索エンジン Google Yahoo! 

 

困った時には，出かけてみよう！ 

■ 名古屋大学広報プラザ 豊田講堂のすぐ南 
 名古屋大学の最新の科学研究の成果・研究情報などを総合的に

提供する施設です。 

 月曜日～金曜日の午前９時～午後５時まで開館しています。 

 

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,専門

的な情報が役に立ちます。 

■ NUL Academic Resource Cabinet － 情報検索の

とびら－ 

 

関連する全学教育科目（時間割コード順） 

 この情報への道しるべについてのご意見・ご質

問は，附属図書館参考調査掛までご連絡ください。 

資料情報 配架場所 

ビデオ評伝シリーズ．学問と情熱：21 世紀

へ贈る人物伝．紀伊国屋 
1.南方熊楠 : 萃点は見えたか 

2.岡倉天心 : 虚空は光にあふれ 

3.角田柳作 : アメリカにおける日本学の祖 

4.緒方洪庵 : 雲聚する光適々にあり 

5.宮武外骨 : われ、明治を蒐集せり 

6.内藤湖南 : 森深く日に新たなり 

7.伊能忠敬 : 羅針の先にみた日本 

8.森銑三 : 知は市井に在り 

9.柳田國男 : 民俗の心を探る旅 

10.新島襄 : Ask and ye shall receive 

11.新渡戸稲造 : Everlasting no- everlasting 

yea 

12.柳宗悦 : 美信一如 

13.保科五無斎 : 君、人の子を賊うことなかれ 

14.大宅壮一 : 無思想の思想 

15.宮本常一 : 民衆の知恵を訪ねて 

16.鳥居龍蔵 : フィールドに賭けた生涯 

17.折口信夫 : 人間を深く愛する神ありて 

18.名和靖 : 薔薇之壹株昆蟲世界 

19.高群逸枝 : 不断の出発 

20.今西錦司 : 自然科学から自然学へ 

21.福澤諭吉 : そして文明の海原へ 

22.野尻抱影 : 星の文人 

23.西田幾多郎 : 物来って我を照らす 

24.安倍能成 : 剛毅と眞實と智慧とを 

25.吉野作造 : デモクラシーへの問い．．． 

26.伊波普猷 : 沖縄学の父 

27.小林秀雄 : 批評への道 

28.伊東忠太 : 幻視の建築巨人 

29.中江兆民 : 一粒の民主の種子を 

30.丸山眞男 : 響き続ける民主化への執拗低音 

中央図書館

３階 AV 

コーナー 

名古屋大学２１世紀の大学教育：新しいリ

ーダー像を求めて．（2004 年版） 

名古屋大学

広報プラザ 

研究は瑞々しく：野依良治教授ノーベル賞

受賞記念 
名古屋大学

広報プラザ 

資料情報 請求記

号 

配架場所 

名古屋大学の歴史：写真集：1871

～1991 / 名古屋大学史編集委

員会編．名古屋大学，1991 

377.28 

N 

中央図書館 

３階 

学習用図書 

名古屋大学五十年史 / 名古屋

大学史編集委員会編．名古屋大

学出版会，1989-1995 

通史 1-2，部局史 1-2 

377.28 

N 

中央図書館 

３階 

学習用図書 

名古屋大学史資料室ニュース / 

名古屋大学史資料室．名古屋大

学史資料室，1996- 

 

中央図書館 

Ｂ１階 

和雑誌 

4-April-2005 

時間割 

コード 

科目 

区分 

担当 

教員 
テーマ 

0024501 
基礎セミナー 

Ｂ 

石井 

澄 
大学とは何だろう 

0032213 全学教養科目 
加藤 

鉦治 
名大の歴史をたどる 

0041214 全学教養科目 
近田 

政博 
大学でどう学ぶか 
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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://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/dbproq.html#newspapers
http://www.nagoya-u.ac.jp/att/plaza.html
http://www.nagoya-u.ac.jp/att/plaza.html
http://www.nagoya-u.ac.jp/att/plaza.html
http://www.nagoya-u.ac.jp/att/plaza.html
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/stips/
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/stips/
http://www.htc.nagoya-u.ac.jp/gakuso/index.html
http://www.ecis.nagoya-u.ac.jp/abroad/index.html
http://syusyoku.jimu.nagoya-u.ac.jp/
http://www.google.co.jp/
http://www.yahoo.co.jp/
http://www.nagoya-u.ac.jp/att/plaza.html

