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世界銀行：World Bank 

              

 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。） 
                   

 世界銀行 世界銀行とは、国際連合の専門機関の一つで第二次世界大戦後の世界経済の

復興と開発途上国の経済成長を促進するため設立されました。 
 

 
世界銀行の仲間たち 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

キーワードを見つけよう! 
 

 

■ Webcat Plus を使って，図書の内容・目次データから

検索して見ましょう。表示される関連ワードも参考に

できます。 

 

 

まずは辞書や事典で基本を押さえよう 

 

 

 Japan Knowledge （学内限定）からは「日本大百科全

書」、「imidas」、聞蔵 （学内限定）からは「現代用語の基

礎知識」も検索できます。 

 

 

もっと詳しく調べてみよう 

 
■ OPACで探す 

オンライン目録（OPAC）を使って，名古屋大学の蔵書を

調べることができます。 

 

 調べ方がわからない時は，OPACやデータベースの使

い方を紹介するガイドシートリストがあります。 

 名古屋大学にある世界銀行について書かれた本を探 

してみましょう。NDC では『338.98』（金融→国際金融→ 

国際復興開発銀行[世界銀行]）、件名では『国際復興開発 

銀行』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 

と雑誌の総合目録データベースです。 

 

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、関連す 

る図書をもれなく探し出す検索方法です。 

 

 新書マップ http://shinshomap.info/  

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

みることができます。 
 
e-Library（世界銀行情報コーナーで利用できます） 
世界銀行の出版物など（ 約 1250 冊）が、フルテキスト

で検索・閲覧できる新しいオンラインデータベースです。 

 
 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。 

（世界銀行について書かれた図書：一例） 

5 つの国際機関をまとめて世界銀行グループと

呼んでいるよ。 

国際金融公社:IFC

国際復興開発銀行：IBRD 国際通貨基金: IMF

国際開発基金：IDA 多数国間投資 

保障機関：MIGA

世界銀行、国際復興開発銀行、国際通貨基金、ブレトン・

ウッズ協定、国際開発協会、多数国間投資保証機関、

IBRD、IMF、IDA、MIGA … etc. 

ミッチー 

＆シルベー 

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，2005 

031 

Se 

中央参 

（2階） 

国際協力用語集 / [後藤一

美監修]. 第 3 版 国際開発

ジャーナル社, 2004.2 

333.803 

Ko 

3rd ed. 

中央館 

（3階） 

国際開発 

農学国際 

開発学を学ぶ人のために / 

菊地京子編. 世界思想社, 

2001.9 

333.8 

Ki 

中央館 

（3階） 

国際開発 

経済 

資料情報 請求記号 配架場所 
世界銀行は地球を救える

か : 開発帝国五〇年の功

罪 / スーザン・ジョージ, 

ファブリッチオ・サベッリ

著 ; 毛利良一訳. 朝日新

聞社, 1996.12（朝日選書

567） 

338.98 

G 

中央館 

（3階） 

国際開発 

経済 

世界銀行の成立とブレト

ン・ウッズ体制 / 本間雅

美著. 同文舘出版, 1991.5

338.98 

H 

中央館 

（3階） 

国際開発 

経済 

貧困削減と世界銀行 : 9

月 11 日米国多発テロ後の

大変化 / 朽木昭文著. ア

ジア経済研究所 , 2004.9

（アジアを見る眼） 

I338.98 

Ku 

中央館 

（3階新書）

国際開発 

経済 

世界銀行 : 開発金融と環

境・人権問題 / 鷲見一夫

著. 有斐閣, 1994.2 

338.98 

Su 

中央館 

（1・2階）

国際開発 

 

 

 

  

http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbebook.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://opac.ndl.go.jp/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://shinshomap.info/
http://webcatplus-equal.nii.ac.jp/libportal/equalTop.html
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世界銀行の活動について調べよう 

 
資料情報 請求記号 配架場所 

世界開発報告 / 世界銀行. 

世界銀行, 1978-（年刊） 

W338.98 

Se 

国際開発 

経研究 

ほか多数 

世界銀行年次報告 / 世界銀

行 [編]. 世界銀行, （年刊） 

W338.98 

W 

国際開発 

経研究 

 
■ Projects & Operations (English) 
http://www.worldbank.org/projects  

     1945年以降に行われた世界銀行の9,500件以上の開

発計画を検索、閲覧できます。 

 

■ Documents & Reports (English) 

    http://www-wds.worldbank.org/  

  世界銀行がこれまでに発行した 14,000 件以上の報告

書を検索、閲覧できます。 

 
 

日本では？ 
 
（一例） 

資料情報 請求記号 配架場所

世界銀行と日本. 世界銀行

東京事務所, 1998.3 

W338.98 

Se 

国際開発

経済 

世界銀行グループ : 途上国

援助と日本の役割 / 白鳥正

喜著. 国際開発ジャーナル

社, 1993.3  

338.98 

Si 

国際開発

経済 

 
 

世界では？ 
 
（一例） 

資料情報 請求記号 配架場所

世界銀行開発援助戦略の変

革 / 大野泉著. NTT 出版, 

2000.10 

338.98 

O 

中央館 

（3階） 

国際開発

経済開発とエイズ / 世界銀

行著 ; 喜多悦子, 西川潤

訳. 東洋経済新報社, 

1999.12 

493.878 

Se 

国際開発

医分館 

 

 

統計も利用しよう 

（一例） 
資料情報 請求記号 配架場所

世界経済・社会統計 = World 

development indicators / 

the World Bank [編]. 東洋

書林（年刊） 

W330.59 

W 

国際開発

経済 

世界開発金融統計 / 世界銀

行編 = Global development 

finance / the World Bank. 

東洋書林（年刊） 

W338.9 

W 

国際開発

経済 

 4-March-2009 

 World Development Indicators、Global Development 

Financeは国際開発図書室 の名古屋大学世界銀行情報コ

ーナーからCD-ROMやオンラインで利用できます。  

ビデオも利用しよう 

（一例） 
資料情報 請求記号 配架場所

だれが世界を動かすの? : 

IMF・世界銀行と南のくに / 

Christian Aid 制作 ;アジア太

平洋資料センター日本語版制

作, 1996（PARC video） 

V338.98 

C 
国際開発

The world bank now : 貧困へ

の挑戦 / 世界銀行東京事務

所. 世界銀行東京事務所, 

2002.8  

V338.98 

Se 
国際開発

 

 

雑誌記事を探そう 
 

■ CiNii 

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。 

 

■ 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。 

 

■ アジ研OPAC 

 http://opac.ide.go.jp/search/index.html  

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。 

 

 

新聞記事を読もう 
日本の新聞記事 

■ 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。 

 

■ LexisNexis Academic （学内限定）（英語） 

世界中の新聞記事を読むことができます。 

 

 

世界銀行を体感しよう!! 

 

■ 世界銀行 http://www.worldbank.org/ （英語） 
ニュース、プロジェクト、出版物など様々な情報を掲載。 

 
■ Youthink! http://youthink.worldbank.org/ (英語) 

学生・若者向けの内容になっています。 

 

 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。 
http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/service/library/index.html  

http://www.worldbank.org/projects
http://www-wds.worldbank.org/
http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/service/library/index.html
http://ci.nii.ac.jp/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbjapanese.html#MAGPLUS
http://opac.ndl.go.jp/
http://opac.ide.go.jp/search/index.html
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#lex
http://www.worldbank.org/
http://youthink.worldbank.org/
http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/service/library/index.html

