
 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。） 
                   

マダガスカル共和国はインド洋に浮かぶ島国です。アフリカの国

ですが、東南アジアとのつながりも深く、また動物や植物もマダ

ガスカル固有のものが多く生息しています。 

  マダガスカル 
 

 

 

 1

百科事典で基礎的な事項を確認する 

 

 

 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） 

 
 

マダガスカルについて書かれた本を読もう 

 

 
■ マダガスカルを主題に持つ本はそんなに多くありま

せん。アフリカ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。 

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。 

マダガスカル（アフリカ）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 

240 アフリカの歴史 

249.1 マダガスカルの歴史 

302.4 アフリカの政治・社会・文化事情 

302.491 マダガスカルの 〃 

332.4 アフリカの経済事情 

332.491 マダガスカルの経済事情 

 

★ マダガスカル（アフリカ）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 + 491（マダガスカルを表す地域区分） 
               4（アフリカを表す地域区分） 

 

例：マダガスカルの農業 

（612.491＝農業史・事情+マダガスカル） 

    * 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） 

アフリカを知る事典 / 

伊谷純一郎 [ほか] 監

修．新訂増補．平凡社，

1999 

R240.33 

A 

2nd ed 

中央参 

（2階） 

国際開発ほか

資料情報 請求記号 配架場所 

赤い島 : 物語マダガス

カルの歴史 / 藤野幸雄

著. 彩流社, 1997.6 

249.1 

H 

中央館 

（3階） 

マダガスカル / ユベー

ル・デシャン著 ; 木村正

明訳. 白水社, 1989.4 

（文庫クセジュ 696） 

294.91 

D 

中央館 

（3階新書）

教育 

文 

マダガスカル自然紀行 : 

進化の実験室 / 山岸哲

著. 中央公論社, 1991.2

（中公新書） 

294.91 

Y 

中央館 

（3階新書）

文 

マダガスカル / 国際協

力推進協会. 第 3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 アフリカ編） 

302.235 

Ku 
国際開発 

祝福から暴力へ : 儀礼

における歴史とイデオロ

ギー / モーリス・ブロッ

ク[著] ; 田辺繁治, 秋

津元輝訳. 法政大学出版

局, 1994.6（叢書・ウニ

ベルシタス） 

中央館 

（3階） 
385 

B 
教育 

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

 

  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、連想検索によって関連テーマの本を探

すのも簡単です。 

 
もっと詳しい資料を読もう（外国語の本） 

 
■ マダガスカルについて書かれた本は日本語よりも外 

国語で書かれた本の方が多いです。 
（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。 

 
マダガスカルの新聞記事をオンラインで読む。 
□ Madagascar tribune 

 

インターネットで調べよう 
 
■ 主な関連サイト 

□ マダガスカル共和国政府公式サイト（仏語） 

   

□ マダガスカル共和国（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。 

 

□ マダガスカル（日本語） 

  JICAによる世界の様子（国別生活情報）です。 

 

□ マダガスカル研究懇談会（日本語） 

  マダガスカルおよび周辺島嶼の自然・社会・文化につ 

いて研究の発展をはかり、情報の交換を行う団体です。 

 

□ 深澤秀夫マダガスカル研究のページ（日本語） 

  マダガスカル研究者によるサイト。調査・研究レポー

トや写真が掲載されています。 

 

□ 日本アイアイ・ファンド（日本語） 

  マダガスカルの自然と希少動物の保護のために活動

する NGO 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、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。 

25-May-2006 

資料情報 請求記号 配架場所 

Madagascar: politics, 

economics and society / 

Maureen Covell, F. 

Pinter, 1987 (Marxist 

regimes series) 

302.491 

C 

中央館 

（1階） 

経済 

文 

Population growth, 

shifting cultivation, 

and unsustainable 

agricultural 

development: a case 

study in Madagascar / 

Andrew Keck, Narendra 

P. Sharma, Gershon 

Feder. World Bank, 

c1994 

W332.491 

K 
国際開発 

Education and training 

in Madagascar : towards 

a policy agenda for 

economic growth and 

poverty reduction, 

World Bank, c2002 

(World Bank country 

study) 

W372.491 

W 
国際開発 

http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://shinshomap.info/
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/db/DBannai/dbetc.html#KIKUZO2
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#lex
http://www.madagascar-tribune.com/
http://www.madagascar.gov.mg/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/madagascar/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html
http://www.jica.go.jp/seikatsu/africa.html
http://www.jica.go.jp/Index-j.html
http://www.africa.kyoto-u.ac.jp/%7Emalagasy/root.htm
http://www3.aa.tufs.ac.jp/%7Enfuka/index.html
http://www.ayeaye-fund.jp/
http://www.google.co.jp/
http://www.yahoo.co.jp/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/dbdb/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/dbdb/

