
 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。） 
                   

シンハラ語で「光り輝く島」を意味するスリランカはインド洋に

浮かぶ島国です。豊かな自然や美しい遺跡、穏やかな国民性の反

面、民族紛争の暗い面もあるこの国について調べてみましょう。

  スリランカ 
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百科事典で基礎的な事項を確認する 

 
スリランカの正式名称は日本語で「スリランカ民主社会主

義共和国」、英語では”Democratic Socialist Republic of 

Sri Lanka”となります。 

 

 

 Japan Knowledgeからは「日本大百科全書」、「imidas」、

聞蔵からは「現代用語の基礎知識」も検索できます。 

（学内限定） 
                 首都：スリ・ジャヤワルダナ・プラ

コッテ 
                    主要言語：シンハラ語、タミル語、

英語 
                    人口：1873 万 2255 人（2001 推定）   

     などの基本データも調べられます。 
（日本大百科全書調べ） 

 
スリランカについて書かれた入門書を読もう 

 

■ 上記の本は一例です。他にもスリランカについて書

かれた入門書はたくさんあります。 
また、スリランカについて書かれた本だけでなく、南ア

ジア全般について書かれた本（「現代南アジア」東京大学

出版会）なども参考になります。 

関連した本を読もう（書架で探そう） 

 
■ 図書は NDC : 日本十進分類法順に並んでいます。 

スリランカについて書かれた本を調べる時は、自分がどん

な情報を求めているかが重要になります。 

（一例） 

分類番号 分野 

225 南アジア(インド)の歴史 

225.9 スリランカの歴史 

302.25 南アジア(インド)の政治・社会・文化事情

302.259 スリランカの 〃 

332.25 南アジア(インド)の経済事情 

332.259 スリランカの経済事情 

 

★ スリランカについて書かれた図書は基本的に下記の

約束で分類されています。 

 

主題の NDC + 259（スリランカを表す地域区分） 
              

例：スリランカの教育 

（372.259＝教育史・事情+スリランカ） 

    * 歴史・文学等、一部例外あり。 

 

このことを知っていると、たとえタイトルがわからなく

ても、自分の必要な資料を書架で探すことができます。 

 
 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。 

 

関連した本を読もう（インターネット編） 

 
■ 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。 
 

WebcatPlus 

全国の 1,000 以上の大学図書館等が所蔵する図書と

雑誌および新刊書が検索できます。 

 

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。 

資料情報 請求記号 配架場所 

世界大百科事典．2005 年

改訂版．平凡社，1988 

031 

Se 

中央参 

（2階） 

南アジアを知る事典 : 

インド+スリランカ+ネ

パール+パキスタン+バ

ングラデシュ+ブータン

+モルディヴ / 辛島昇 

[ほか] 監修．新訂増補．

平凡社，2002.4 

225 

Ka 

中央参 

（2階） 

資料情報 請求記号 配架場所 

もっと知りたいスリラン

カ / 杉本良男編. 弘文

堂, 1987.10 

295.59 

Su 

国際開発 

経済など 

スリランカ / 杉本良男

編. 河出書房新社, 

1998.10（暮らしがわかる

アジア読本） 

302.259 

Su 

国際開発 

教育 

スリランカ学の冒険 / 

庄野護著. 南船北馬舎, 

1996.4 

302.259 

Sy 
国際開発 

スリ・ランカ / 国際協力

推進協会. 6 版 国際協

力推進協会, [1998]（開

発途上国国別経済協力シ

リーズ アジア編） 

333.8 

Ko 

1-10-6 

国際開発 

http://na.jkn21.com/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#KIKUZO
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://webcatplus-international.nii.ac.jp/
http://opac.ndl.go.jp/


関連した本を読もう（内容から探そう） 

 
■ 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。 
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関連した本を読もう（参考文献から探そう） 

 
■ 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もできます。（一例） 

 
雑誌記事を探そう 

 

■ 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。

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。 

新聞記事を探そう 
 

■ 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。 

 

■ LexisNexis Academic （学内限定） 

   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。 

 
スリランカの新聞記事をオンラインで読む。 
□ Sri Lanka Newspapers  

 

インターネットで調べよう 
 
■ 主な関連サイト 

□ スリランカ政府公式サイト（英語） 

 

□ 在東京スリランカ大使館（日本語・英語） 

スリランカの概況や歴史、経済、観光情報等スリラ 

ンカの実相を紹介するためのサイトです。スリランカに

関する質問も受け付けています。 

   

□ スリランカ民主社会主義共和国（日本語） 

  外務省作成。首都・人口・言語といった一般事情の 

ほかに、政治体制、外交、経済、日本との関係などの情 

報がまとめられています。 

 

□ 日本南アジア学会（日本語） 

  南アジア (インド、スリランカ、ネパール等) 地域を

対象とする研究の発展と研究者の交流を計ることを目

的としています。学会誌は『南アジア研究』です。 

 

□ NPO法人日本・スリランカ友好協会（日本語） 

 スリランカとの文化交流事業や教育活動の支援等を 

行う団体です。インド洋津波被災者への支援も行ってい 

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。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、学位論文や研

究成果のデータベースを見てみましょう。 

 
■ 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。 
 

 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。 

1-June-2006 

資料情報 請求記号 配架場所 

供犠世界の変貌 : 南ア

ジアの歴史人類学 / 田

中雅一著. 法蔵館, 

2002.2 

163 

Ta 
国際開発 

スリランカと民族 : シ

ンハラ・ナショナリズム

の形成とマイノリティ集

団 / 川島耕司著. 明石

書店, 2006.2 

316.8259 

Ka 
国際開発 

紛争と開発 : JBIC の役

割(スリランカの開発政

策と復興支援) / 国際協

力銀行開発金融研究所編

纂. 国際協力銀行開発金

融研究所, 2003.8（JBIC 
research paper） 

333.82 

K 

24 

国際開発 

開発と援助 : 南アジ

ア・構造調整・貧困 / 絵

所秀紀著. 同文舘出版 , 

1994.4（ポリティカル・

エコノミー） 

333.825 

E 
国際開発 

スリランカ海村社会の女

性たち : 文化人類学的

研究 / 高桑史子著. 八

千代出版, 2004.4 

389.259 

Ta 
国際開発 

蓮の道 : スリランカ・シ

ンハラ文学 / マーティ

ン・ウィクラマシンハ

著 ; 野口忠司訳. 南船

北馬舎, 2002.7 

929.85 中央館 

W （3 階） 

http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbnichigai.html
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/db/DBannai/dbetc.html#KIKUZO2
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#lex
http://www.onlinenewspapers.com/srilanka.htm
http://www.priu.gov.lk/
http://www.lankaembassy.jp/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/srilanka/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jasas/shokai.html
http://www.srilanka-jp.net/
http://www.google.co.jp/
http://www.yahoo.co.jp/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/gyomu/dbdb/index.html
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/gyomu/dbdb/index.html

