
アジアで最初の共和国となったフィリピンは、7,100もの島々からなる島嶼国家です。
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論⽂（全分野）

インター
ネット・DB

タイト
ル MAGAZINEPLUS(学内限定）

リンク
先URL http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbjapanese.html#MAGPLUS

ひとこ
と紹介

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。同時アクセス数は1名です。

インター
ネット・DB

タイト
ル 国⽴国会図書館 NDL-OPAC

リンク
先URL https://ndlopac.ndl.go.jp/

ひとこ
と紹介

国⽴国会図書館(NDL)が所蔵する図書・雑誌の総合目録データベースです。
(国内で発⾏されたすべての出版物は、NDLに納⼊することが義務づけられてい
ます。そのためNDLは、国内の刊⾏物についてのデータを豊富に持っています)

○図書や雑誌の検索 →「⼀般資料の検索/申込み」をクリック
○雑誌に載った論⽂を検索 →「雑誌記事索引の検索/申込み」をクリック

インター
ネット・DB

タイト
ル CiNii Articles（サイニィ） （⼀部の本⽂は学内限定）

著者名 国⽴情報学研究所
リンク
先URL http://ci.nii.ac.jp/

ひとこ
と紹介

国内で刊⾏された雑誌記事を探すことができます（主に学術雑誌・⼤学紀要・学
会誌）。⼀部の雑誌については，論⽂全⽂をダウンロードし閲覧することができ
ます。NULinkが利⽤できます。

論⽂（発展途上国・経済学・開発学分野など）

インター
ネット・DB

タイト
ル アジ研OPAC

リンク
先URL

http://opac.ide.go.jp/webopac2
/catsrd.do;jsessionid=FF3FAFE1B70B8FF5B365763E0E61721C

ひとこ
と紹介

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。
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論⽂（東南アジア関係）

インター
ネット・
DB

タイトル 東南アジア関係⽂献目録データベース
リンク先
URL

ひとこと
紹介

http://dbr.nii.ac.jp/

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。
学術研究データベースレポジトリには他に「地理学⽂献データベース」など
合わせて25種類のデータベースを無料で検索することができます。

論⽂（英語）

タイトル 名古屋⼤学電⼦ジャーナル・アクセスサービス
リンク先
URL

ひとこと
紹介

http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/

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）

インター
ネット・
DB

タイト
ル Web of Science （学内限定）

リンク
先URL http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/db_details.html

ひとこ
と紹介

全分野（⾃然科学、社会科学、⼈⽂科学）を対象に、引⽤率の⾼い学術雑誌に掲載
された論⽂が検索できる引⽤⽂献データベース。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。NULinkが利⽤
できます。

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）

図書(の章節)

タイトル 東南アジア邦⽂資料目録 : １９４６−１９８３
著者名 アジア資料懇話会東南アジア目録作成委員会ǁ編，アジア資料懇話会

図書(の章節)

タイトル 近代アジア研究⽂献目録. 第１５巻
著者名 ⼤空社

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。
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⽇本の新聞記事

インター
ネット・DB

タイト
ル ⽇経テレコン21（学内限定）

リンク
先URL http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#NK21

ひとこ
と紹介

⽇経４紙『⽇本経済新聞』、『⽇経産業新聞』、『⽇経流通新聞MJ』、『⽇経⾦
融新聞』の記事が収録されています。その他、企業検索「⽇経会社プロフィル」、
⼈事検索「⽇経Who's Who」なども利⽤可能です。

タイトル 聞蔵Ⅱビジュアル（学内限定）
リンク先
URL

http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#KIKUZO2

ひとこと紹
介

朝⽇新聞のオンライン記事データベースです。創刊（1879年）からの記事を検索
できます。

インター
ネット・DB

タイトル 中⽇新聞・東京新聞記事データベース
リンク先
URL

http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/db_details.html#CHU

ひとこと紹
介

中部地⽅の情報をくまなくカバーする中⽇新聞（１９８７〜）のデータ
ベース。
学内限定、同時アクセス数は1名です。終了したら必ず[ログアウト]ボタン
を押してください。

世界の新聞記事

タイトル LexisNexis Academic（学内限定）（英語）
リンク先URL http://www.lexisnexis.jp/product/academicuniverse.html

ひとこと紹介 世界中の新聞記事を読むことができます。

オンラインでフィリピンの新聞を読む

タイトル Online Newspapers.com

リンク先URL http://www.onlinenewspapers.com/

ひとこと紹介 世界各国の新聞のリンク集です。

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。
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（⼀例）

図書(の章節)

タイトル 世界経済・社会統計 = World development indicators

著者名 the World Bank [編]

ひとこと紹介 国際開発、経済で所蔵しています。

図書(の章節)

タイトル 世界開発⾦融統計
著者名 世界銀⾏編，国際復興開発銀⾏

ひとこと紹介 国際開発、経済で所蔵しています。

図書(の章節)

タイト
ル Philippine yearbook

著者名 Republic of the Philippines, National Economic and Development Authority, National
Census and Statistics Office

図書(の章節)

タイト
ル

Philippine statistical yearbook / Republic of the Philippines, National Economic and
Development Authority

著者名 National Economic and Development Authority,

「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。
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フィリピンの公的機関

インターネット・DB

タイトル Public of the Philippines（英語）
リンク先URL http://www.neda.gov.ph/

ひとこと紹介 フィリピン政府公式サイトです。

インターネット・DB

タイトル National Economic Development Authority（英語）
リンク先URL http://www.neda.gov.ph/

ひとこと紹介 フィリピン国⽴経済開発計画局のウエブサイトです。

インターネット・DB

タイトル Office of the President（英語）
リンク先URL http://www.op.gov.ph/

ひとこと紹介 フィリピン⼤統領府の公式サイトです。

インターネット・DB

タイトル National Statistics Office（英語）
リンク先URL http://www.census.gov.ph/ 
ひとこと紹介 国家統計局のウェブサイトです。

インターネット・DB

タイトル Philippine Institute for Developing Studies（英語）
リンク先URL http://www.census.gov.ph/

ひとこと紹介 フィリピン開発研究所のウェブサイトです。

フィリピンに関する情報全般

インターネッ
ト・DB

タイトル フィリピン共和国（⽇本語）
リンク先
URL

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/philippines/

ひとこと紹
介

外務省作成。基礎データ、最近のフィリピン情勢と⽇・フィリピン関係な
どを提供しています
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タイトル フィリピン・インサイド・ニュース（⽇本語）
リンク先
URL

http://www.t-macs.com/

ひとこと紹
介

最新ニュースを随時配信。概況や歴史を紹介した基礎講座やメールマガジ
ンの発⾏などを⾏っています。

インターネット・DB

タイトル Philippine Information Service（⽇本語）
リンク先URL http://www.pis.or.jp/

ひとこと紹介 ⽇本とフィリピンの間の⺠間情報を提供するNPO法⼈です。

インターネッ
ト・DB

タイトル Pinas（英語）
リンク先
URL

http://pinas.dlsu.edu.ph/index.html

ひとこと
紹介

フィリピンに関するオンラインリソース集。フィリピンの歴史、⽂化、観光、
スポーツ、ビジネス、経済、IT、政治などの分野別に紹介しています

経済

インターネット・DB

タイトル フィリピン⽇本⼈商⼯会会議所（⽇本語）
リンク先URL http://www.jccipi.com.ph/

ひとこと紹介 機関紙の発⾏や関連リンクなどが掲載されています。

メディア

インターネット・
DB

タイトル Philippine Center for Investigative Journalism

リンク先
URL

http://www.pcij.org/

ひとこと紹介 フィリピンジャーナリズム研究センターのウェブサイトです。（英語）

インターネット・DB

タイトル まにら新聞（⽇本語）
リンク先URL http://www.manila-shimbun.com/index.html

ひとこと紹介 ⽇刊邦⽂紙。最新記事のサマリーなどが掲載されています。

⼤学・研究機関・学会

タイトル Philippine Institute for Development Studies

リンク先URL http://www.pids.gov.ph/

ひとこと紹介 フィリピン開発研究所のウェブサイトです。（英語）
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インターネット・DB

インターネッ
ト・DB

タイトル 東南アジア学会
リンク先
URL

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jssah/

ひとこと
紹介

学会誌『東南アジア：歴史と⽂化』の発⾏や各種研究会の開催、『東南アジア
関係⽂献データベース』の作成を⾏っています。（⽇本語・英語）

インター
ネット・DB

タイト
ル 東京フィリピン研究会（⽇本語）

リンク
先URL http://www.d1.dion.ne.jp/~zmackey/

ひとこ
と紹介

ＨＰでは⽇本国内でフィリピンに関する情報を集めるための情報を集めることを
目的としています。全国フォーラムや研究会のお知らせのほか、書籍や映画情報も
掲載されています。

図書館

インターネット・DB

タイトル National Library of the Philippines（英語）
リンク先URL http://www.nlp.gov.ph/

ひとこと紹介 フィリピン国⽴図書館。

インター
ネット・DB

タイト
ル アジア経済研究所図書館

リンク
先URL http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/

ひとこ
と紹介

アジア経済研究所図書館は、開発途上地域の経済、政治、社会等を中⼼とする諸
分野の学術的⽂献、基礎資料、及び最新の新聞・雑誌を所蔵する専門図書館で
す。（⽇本語・英語）

インターネット・
DB

タイトル 東洋⽂庫
リンク先
URL

http://www.toyo-bunko.or.jp/

ひとこと紹
介

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。

インターネッ
ト・DB

タイトル 国⽴国会図書館アジア情報室
リンク先
URL

http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/asia/index.html

ひとこと
紹介

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。
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観光情報

インターネット・DB

タイトル WOW Philippines（英語）
リンク先URL http://www.tourism.gov.ph/index.asp

ひとこと紹介 フィリピン観光省のウェブサイトです。

インターネッ
ト・DB

タイトル City of Manila（英語）
リンク先
URL

http://www.cityofmanila.com.ph/

ひとこと
紹介

フィリピンの⾸都、マニラのウェブサイト。観光情報のほか、概要や各種統
計なども掲載されています。

インターネット・
DB

タイトル 地球の歩き⽅：フィリピン（⽇本語）
リンク先
URL

http://www.arukikata.co.jp/country/philippines.html

ひとこと紹介フィリピンの基本情報のほか、旅⾏情報や現地情報が掲載されています。

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。姉妹編
として「フィリピン（図書編）」があります。こちらもご利⽤ください。
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