
 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。） 
                   

  バングラデシュ人民共和国 
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バングラデシュはベンガル語で

「ベンガルの国」という意味です。

 

 

まずは基本をおさえよう!! 
 

 

 

 

 

 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） 

           オンラインの「日本大百科全書」 

からはバングラデシュの国歌も 

聞くことができます。 

            

            

                                 

                
 
 

 
 

 
■ 上記の本は一例です。他にもバングラデシュについ

て書かれた入門書はたくさんあります。バングラデ

シュだけでなく南アジア全般について書かれた本も

参考になります。 
 

もっと詳しく調べよう!! 

■ 図書は NDC : 日本十進分類法順に並んでいます。 

まずは辞書や事典で基本的なことを

確認しましょう。 
バングラデシュ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 

225.76 バングラデシュの歴史 

302.25 南アジア(インド)の政治・社会・文化事情

302.2576 バングラデシュの 〃 

332.25 南アジア(インド)の経済事情 

332.2576 バングラデシュの経済事情 

 

★ バングラデシュ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 + 2576（バングラデシュを表す地域区分） 
              

例：バングラデシュの農村開発計画 

（611.152576＝農村開発計画 + バングラデシュ） 

    * 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。 

 

■ 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。 

 

 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。 

 

■ 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。 

 

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。 
 

 
 

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） 

次に入門書を読んでみましょう。

資料情報 請求記号 配架場所 

バングラデシュを知るた

めの 60 章 / 大橋正明, 

村山真弓編著. 明石書

店, 2003.8（エリア・ス

タディーズ） 

302.2576 

O 

中央館 

（3階） 

国際開発 

もっと知りたいバングラ

デシュ / 臼田雅之, 佐

藤宏, 谷口晉吉編. 弘文

堂, 1993.9 

302.2576 国際開発 

U 文比較 

バングラデシュ. 第 6

版. 国際協力推進協会, 

[1997]（開発途上国国別

経済協力シリーズ アジ

ア編 no.14） 

332.2576 

Ko 

中央館 

（1階） 

国際開発 

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


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） 
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ビデオを見よう! 
 

 
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，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。 

 

■ 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。 

 

 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。 

 

統計資料を利用しよう! 
 

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。 

 
バングラデシュの新聞記事をオンラインで読む。 
■ Bangladesh Newspapers (Online Newspapers.com) 

 

インターネットで調べよう 
 

主な関連サイト 

   

■ バングラデシュ人民共和国（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 (バングラデシュのほか、インド、スリラン

カ等) 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。 

 

■ Bangladesh Government （英語） 

  バングラデシュ政府によるウエブサイト。憲法や地図

などが掲載されています。 

 

■ バングラデシュの民俗世界（日本語） 

 バングラデシュとインドの西ベンガル州にまたがる

ベンガル地方の民俗文化を紹介しています。 

 

■ Bangladesh.net （英語） 

  バングラデシュに関する総合情報です。 

 

■ 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。 

10-July-2006 

資料情報 請求記号 配架場所 

バングラデシュ民衆社会

のムスリム意識の変動 : 

デシュとイスラーム / 

高田峰夫著. 明石書店, 

2006.1（広島修道大学学

術選書 29） 

302.2576 

Ta 
国際開発 

7 人の女の物語 : バン

グラデッシュの農村から 

/ ロキア・ラーマン・カ

ビール著 ; 大岩豊訳. 

連合出版, 2000.11 

367.22576 

Ka 
国際開発 

バングラデシュ農村開発

のなかの階層変動 : 貧

困削減のための基礎研究 

/ 藤田幸一著. 京都大学

学術出版会, 2005.1（地

域研究叢書） 

中央館 

（3階） 
611.922576 

H 
国際開発 

資料情報 請求記号 配架場所 

Documentary on Grameen 

Bank of Bangladesh.  

V338.2576 

G 
国際開発 

資料情報 請求記号 配架場所 

Statistical yearbook of 

Bangladesh. Bangladesh 

Bureau of Statistics, 

Statistics Division, 

Ministry of Planning, 

Government of the 

People's Republic of 

Bangladesh, (annual) 

352.576 

St 

国際開発 

法 

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://ci.nii.ac.jp/
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/banglade.htm
http://www.onlinenewspapers.com/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/bangladesh/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jasas/shokai.html
http://www.bangladesh.gov.bd/
http://www5a.biglobe.ne.jp/%7Efolk/
http://www.bangladesh.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

