
 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。） 
                   

まちづくり・地域振興について調べる。 地域の個性を生かしたまちづくりが

全国で進められています。  
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このキーワードで探そう! 

 

 

■ Webcat PlusやJapan Knowledgeを使って，図書の内

容・目次データから検索してみましょう。表示される

関連ワードも参考にできます。 

 
 

 
（一例） 

 
 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） 

 

 

 
（一例） 

 

 

もっと詳しく調べてみよう 

 
■ 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。 

 

 名古屋大学にあるまちづくり・地域振興について書か 

れた本を探してみましょう。件名では『地域開発』『地域 

経済』『都市計画』、NDC では、318.6（地方開発行政）、518.6 

（都市計画）などを手がかりにして探してみてください。 

 
■ 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。 
 
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。 
 
 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。 

 

（一例） 

 
 
 

都市計画、むらおこし、地域経済、地域づくり、リゾー

ト、ふるさと創生、観光資源、地域文化、まちづくり交

付金、地域活性化、地場産業 … etc. 

まず、辞書や事典を使って大まかな意味を

つかみましょう。 

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） 

基本まちづくり事典 : ま

ちづくり・都市計画の手引 

/ まちづくり研究会編. 

ぎょうせい, 2000.12- 

318.7 

Ma 
国際開発 

環境都市計画事典 / 丸田

頼一編. 朝倉書店, 

2005.6 

中央館 

（3階） 
518.8 

Ma 
文社会ほか 

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 

まちづくりの実践 / 田村

明著.岩波書店 , 1999.5

（岩波新書新赤版 615） 

318 

Ta 

中央館 

（3階新書）

情報・言語 

地域再生の経済学 : 豊か

さを問い直す / 神野直彦

著. 中央公論新社, 

2002.9（中公新書 1657） 

318.6 

Z 

中央館 

（3階新書）

国際開発 

経済 

まちづくりと景観 / 田村

明著. 岩波書店, 2005.12

（岩波新書新赤版 985） 

518.8 

Ta 

中央館 

（3階新書）

大型店とまちづくり : 規

制進むアメリカ,模索する

日本 / 矢作弘著. 岩波書

店, 2005.7（岩波新書新赤

版 960） 

673.8 

Y 

中央館 

（3階新書）

日本の近代化遺産 : 新し

い文化財と地域の活性化 

/ 伊東孝著. 岩波書店, 

2000.10（岩波新書 695） 

709.1 

I 

中央館 

（3階新書）

情報・言語 

資料情報 請求記号 配架場所 
岩波講座都市の再生を考

える / 植田和弘 [ほか] 

編集委員. 岩波書店, 

2004.11-2005.10（全 8巻）

318.7 

To 

1-8 

中央館 

（3階） 

情報・言語 

法ほか 

まちづくり教科書 / 日本

建築学会編. 丸善, 

2004.3-（既刊 9巻まで）

518.8 

N 

ほか 

中央館 

（3階） 

都市保全計画 : 歴史・文

化・自然を活かしたまちづ

くり / 西村幸夫著. 東京

大学出版会, 2004.9 

518.8 

N 

中央館 

（3階） 

工建築 

文社会 

http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#jkn
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://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/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://shinshomap.info/


まちづくりを体感しよう！ 
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■ 財団法人名古屋都市センター

名古屋市金山にあり、「まちづくり活動見学会」や「まち

づくり広場企画展」などを開催しています。まちづくりに

関する図書を集めた「まちづくりライブラリー」も併設さ

れています。 
 

ほかの地域と比べてみよう（日本） 
 
（一例） 

資料情報 請求記号 配架場所 

市民が主役のまちづく

り : 富山県魚津市の挑

戦 / 尾島俊雄, 浜多弘

之著. 早稲田大学出版

部, 1999.1（早稲田大学

理工総研シリーズ 12） 

318.742 

O 

中央館 

（3階） 

法 

観光とまちづくり : 長

野県小布施町を対象にし

て / 神頭広好 [ほか] 

著. 愛知大学経営総合科

学研究所, 2006.4（愛知

大学経営総合科学研究所

叢書） 

335.08 

A23 

28 

経営 

 
ほかの地域と比べてみよう（外国） 

 
（一例） 

資料情報 請求記号 配架場所 

タイ都市スラムの参加型

まちづくり研究 : こど

もと住民による持続可能

な居住環境改善策 / 秦

辰也著. 明石書店, 

2005.9 

368.2 

H 

中央館 

（3階） 

国際開発 

トイレ・環境・まちづく

り : 中国と日本の場合 

/ 高橋正明著. 晃洋書

房, 2005.3  

518.51 

Ta 

中央館 

（3階） 

法 

人間都市クリチバ : 環

境・交通・福祉・土地利

用を統合したまちづくり 

/ 服部圭郎著. 学芸出版

社, 2004.4 

518.8 

H 

国際開発 

工社会基盤 

 

ビデオも利用しよう 

 

（一例） 
資料情報 請求記号 配架場所

取組もう!快適なわがむら・ま

ちづくり : JA の営農・生活・

地域開発事業の一体的推進を 

/ 全国農村映画協会製作. 農

山漁村文化協会 , c2003（農

文協 VIDEO） 

V611.151 

Z 
国際開発

 

雑誌記事を探そう 
 

なごや近辺で実際に行われている

「まちづくり」を見てみましょう。 
■ 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。 

 

■ CiNii 

日本の大学の紀要と学会誌の論文が収録されたデー

タベースです。一部の論文に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。 

 

新聞記事を読もう 

 
■ 日経テレコン 21 （学内限定） 

日本経済新聞ほか日経 4紙の記事が収録されています。 

 

■ 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。 

 

■ 中日新聞・東京新聞記事データベース （学内限定） 

東海地方の記事が充実しています。

 

インターネットも使おう 

 

■ 地域振興情報ライブラリー 

全国各地の自治体等が「まちづくりプロジェク 

ト（地域振興関連事業）」として国土交通省に登録

した各種プロジェクトが検索できます。 

 
■ 名古屋まちづくり紹介（都市研究所スペーシア） 

名古屋を中心にさまざまなまちづくりの事例を紹介 

しています。 

 

■ 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。 

 

代表的な検索エンジン Google Yahoo!

 

 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。 

18-July-2006 

 

http://www.nui.or.jp/
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://ci.nii.ac.jp/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#NK21
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#KIKUZO2
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#CHU
http://nlftp.mlit.go.jp/jsp/chisin/home8000.jsp
http://www.spacia.co.jp/Nagoya/index.html
http://www.spacia.co.jp/
http://www.google.co.jp/
http://www.yahoo.co.jp/

