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。）
広大なヒマラヤ山脈の奥深くには、人生のあわただしさと

ブータン王国

無限の叡智を交換できる不思議な市場がある。
11 世紀のチベット仏教指導者ミラレパのことば

百科事典で基礎的な事項を確かめよう
資料情報
世界大百科事典．2005 年
改訂版．平凡社，1988
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

請求記号
031
Se

配架場所
中央参
（2 階）

225
Ka

中央参
（2 階）

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。
ブータン（南アジア）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
225.88
ブータンの歴史
302.2588
ブータンの政治・社会・文化事情
332.2588
ブータンの経済事情

★ ブータンについて書かれた図書は基本的に下記の約

¾ 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：ティンプー
通貨：ヌルタム
（日本大百科全書調べ）
JapanKnowledge の「日本大百科
全書」からは国歌を聴くことも
できます。

束で分類されています。
主題の NDC + 2588（ブータンを表す地域区分）
例：ブータンの政治（312.2588＝政治史・事情+ブータン）
* 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。

¾

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。

ブータンについて書かれた本を読もう
資料情報
ブータン : 東ヒマラヤ
の王国 / ギー・ヴァン・
ストゥリドンク写真 ;
フランソワーズ・ポマレ=
イマエダ, 今枝由郎文 ;
今枝由郎訳. 講談社 ,
1985.7
ブータン : 雷龍王国へ
の扉 / 山本けいこ著.
明石書店, 2001.1
現代ブータンを知るため
の 60 章 / 平山修一著.
明石書店 , 2005.4（エリ
ア・スタディーズ）
ブータン / 国際協力推
進協会[編]. 第 2 版. 国
際協力推進協会 ,
[1994]（開発途上国国別
経済協力シリーズ）
秘境ブータン / 中尾佐
助著. 社会思想社, 1971
（現代教養文庫）
■

請求記号

関連した本を読もう（インターネットで探そう）

配架場所

■
292.58
St

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。

中央学
（3 階）
¾

292.588
Y
302.2588
H

■

中央学
（3 階）

国際開発

389.258
N

情報・言語

日本の図書館・研究機関が所蔵する図書を探す。

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
誌及び図書館で所蔵していない新刊書が検索できます。

中央学
（3 階）
国際開発

333.8
Ko
1-13

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。

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。
■

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。

ブータンを主題に持つ本はそんなに多くありません。
南アジア全体について書かれた資料を見るのも良い
方法の一つです。

¾ 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。

1

もっと詳しい資料を読もう(英語の本を読もう)

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。
■

■

資料情報
Bhutan: ethnic identity
and national dilemma /
A.C. Sinha. Reliance
Pub. House , 1991

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。

■

¾

ブータンについて書かれた英語の本もあります。

（一例）

■

CiNii（サイニィ）
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。

□

ブータン（日本語）
JICAによる世界の様子（国別生活情報）です。

□

■

日経テレコン 21（学内限定）
日本経済新聞などの日経 4 誌の記事が収録されてい
ます。

日本ブータン友好協会（日本語）
日本、ブータンの民間交流を通じて、国民相
互の理解を深め、両国の友好親善のさらなる促
進に寄与することを目的としています。

□

中尾佐助スライドデータベース（日本語）
アジア・アフリカを広く学術調査した植物学者故・中
尾佐助（なかお・さすけ）の 1958 年のブータン踏査で
撮影された約 1,300 枚のスライドをデータベース化し
ています。大阪府立大学学術情報センター作成。

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。

□

ようこそブータンへ（日本語）
ブータン政府発行の公式なガイドラインを日本語訳
してあります。ゾンカー語（ブータンの国語）講座もあ
ります。

ブータンの新聞記事をオンラインで読む。
□ Bhutan News Online
Bhutan Times

■

もっと詳しい資料を読もう(参考文献から探そう)
ブータンについて書かれた入門書の参考文献からよ
り詳しい資料を探すことができます。

（一例）
資料情報
ブータン中世史 : ドゥ
ク派政権の成立と変遷 /
今枝由郎著. 大東出版
社 , 2003.2
ブータンの政治 : 近代
化のなかのチベット仏教
王国 / レオ・E. ローズ
著 ; 乾有恒訳. 明石書
店, 2001.12（明石ライブ
ラリー）
照葉樹林文化と日本 /
中尾佐助, 佐々木高明
著. くもん出版, 1992.4
（フィールド・ワークの
記録 3）

請求記号

配架場所

225.88
I

中央学
（3 階）

法

ブータン王国（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。

□

■ 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。

■

312.3
Si64

主な関連サイト

新聞記事を探そう

□

配架場所

インターネットで調べよう

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。

■

請求記号

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。

312.2588
R

中央学
（3 階）
法

389.2
N

国際開発
情報・言語
農森林利用

2

■

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。
6-March-2009

