
 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。） 
                   

エビの養殖について調べる  

世界で一番たくさんエビを食べている国、日本。実は、

このエビの多くはアジアからの輸入品です。この事は 

アジアの人々にどのような影響を与えているのでしょう  

 

まずは、参考図書で確認する 

 

資料情報 請求記号 配架場所 

「世界大百科事典」 

平凡社 

R031 

H 

国際開発 

中央館ほか 

「日本大百科全書」

小学館 

031 

N 

情報・言語 

中央館ほか 

 

■ 日本大百科全書は Japan Knowledge を使ってオ 

ンラインで調べることができます。用語の説明から

さらに関連語を検索してみましょう。またわからな

い言葉も確認しておきましょう。 

 

白書で確認する 

 
日本の漁業について、政策・動向の大まかな流れ

を知りたいときには政府で出版された白書をみると

よいでしょう。 
資料情報 請求記号 配架場所 

「図説水産白書」 

農林統計協会 

661 

N 

中央図書館 

経研究 

 この白書は農林水産省の HP から全文公開もされ

ています。他に食料自給率レポートなどもあります。 

 

統計も確認する 

 

 農林水産省や FAO の統計に関しては、ほとんど

が Web 上で入手可能です。 
 

関連する図書を探す 

 
■ 図書は NDC : 日本十進分類法順に並んでいます。 

 

分類番号 分野 

660 水産業 

661 水産経済・行政・経営 

664.76 エビ漁業 

666 水産増殖・養殖 

 

 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。 

■ 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。 

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。 

 

■ 図書の目次や内容から探す 

 Webcat Plus 

  NACSIS Webcat + 図書の内容 + 目次情報 

 

  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ます。 

 

入門書を読もう 

 

入門書の一覧（一例） 

  資料情報 請求記号 配架場所 

「エビと日本人」 

村井吉敬 岩波書店 

664.76 

Mu 

国際開発 

中央館 

「エビの向こうにアジ

アが見える」村井吉敬・

鶴見良行編 学陽書房 

664.76 

Mu 

国際開発 

情報・言語 

中央館 

「バナナとエビと私た

ち」出雲公三 岩波書店 

081 

I 
中央館 

「地球はどこへ行く？」 

里見実編 太郎次郎社 

519 

Sa 
国際開発 

資料情報 請求記号 配架場所 

「国際農林水産統計」 

農林水産省統計情報部 

605.9 

N 
経研究 

「水産物流通統計年報」

農林統計協会 

661・4 

N 
農ほか 

「FAO Yearbook Fishery 

statistics」 FAO 

661 

N 
農 

  
名大には所蔵がありませんが、他にも「エビ・ナマ

コはどこから」鶴見良行 新幹社 「エビと食卓の

現代史」宮内泰介 同文舘出版など多数の図書が出版

されています。 
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http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#jkn
http://www.maff.go.jp/index.html
http://www.maff.go.jp/index.html
http://faostat.fao.org/default.aspx
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://webcat.nii.ac.jp/
http://opac.ndl.go.jp/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://shinshomap.info/


参考文献から図書を探そう 

 
■ 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ができます。 
資料情報 請求記号 配架場所 

「東南アジアの漁業・養

殖業」 平沢豊 
アジア経済研究所 

333.6208 

A27 

K-320 
経済 

「アジアのエビ養殖と

貿易」田尾勝雄編  
成山堂書店 

 所蔵して 
いません 

 
関連した主題の本も読んでみよう 

 
資料情報 請求記号 配架場所 

「バナナと日本人」鶴見

良行 岩波書店 
622.247 

T 

中央館 
医保健 

「カツオとかつお節の

同時代史」藤林泰・宮内

泰介編 コモンズ 

664.63 

H 
国際開発 

「アジアを食べる日本

のネコ」梨の木舎 
667.9 

Z 

国際開発 
中央館 

「フカヒレも空を飛ぶ」

鈴木隆史 梨の木舎 
664.68 

Su 国際開発 

 
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。 

 

■ 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。 

 
 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。 

 

 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収録。 

 

■ 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ます。全

文を読むことができます。 

ビデオや DVD を探そう 

 

資料情報 請求記号 配架場所 

「エビの履歴書：育てる

人と食べる人」  
V666.76 

A 
国際開発 
視聴覚資料 

「エビの向こうにアジ

アが見える」 
V664.76 

A 
国際開発 
視聴覚資料 

 

インターネットで探そう 

 
■ 主な関連サイト 

□ アジア太平洋資料センター 

南と北の人びとが対等・平等に生きることので

きるオルタナティブな社会をつくることをめざし

ています。 

□ エビ問題研究会 

持続可能なエビ養殖はありうるのか、エビ養殖

に関する情報を共有し、広く議論する研究会です。 

 

■ 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。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、海外 

の資料やウエブサイトを見てみましょう。（一例） 

資料情報 請求記号 配架場所 

「Freshwater prawn 

culture」 

666.7 

N 
国際開発 

「Shrimp farming and 

mangrove loss in Thailand」 

666.7 

B21 
経済 

 

□ Third World Network 

 マレーシアに拠点を置く第三世界を代表する国際

NGO「第三世界ネットワーク」。環境・貿易・開発関

係の諸問題を扱っている。 

 

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 

 

 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。 
30-May-2005 
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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://opac.ide.go.jp/search/index.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.parc-jp.org/index.html
http://homepage2.nifty.com/research/ebi-INDEX.HTM
http://www.google.co.jp/
http://www.yahoo.co.jp/
http://www.twnside.org.sg/

