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。）

エコツーリズム、グリーンツーリズム

自然や歴史文化の保全に責任を持つ持続
可能な観光の形が注目されています。

このキーワードで探そう!

もっと詳しく調べてみよう

生態系、環境、環境教育、自然保護、環境保護、農家民
宿、持続可能性、農村地域政策、ホエール・ウォッチン
グ、交流、農林漁業体験 … etc
■

■ 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。

Webcat PlusやJapan Knowledge(学内限定)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。

つかみましょう。
（一例）
請求記号
031
Se
R689.036
H

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。

¾ 名古屋大学にあるエコツーリズム・グリーンツーリズ
ムについて書かれた本を探してみましょう。件名では『観
光事業』
『自然保護』
『環境問題』、NDC では、689（観光事
業）などを手がかりにして探してみてください。

まず、辞書や事典を使って大まかな意味を

資料情報
世界大百科事典．2005 年
改訂版．平凡社，1988
観光学辞典 / 長谷政弘編
著. 同文舘出版, 1997.12

¾

配架場所
中央参
（2 階）
国際開発
文地理

■

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。

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）

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。

次に入門書を読んでみましょう。
■
（一例）
資料情報
エコツーリズム教本 : 先
進国オーストラリアに学
ぶ実践ガイド / スー・ビ
ートン著 ; 小林英俊訳.
平凡社, 2002.4
エコツーリズムってな
に? : フレーザー島から
はじまった挑戦 / 小林寛
子著. 河出書房新社,
2002.7
21 世紀の観光学 : 展望
と課題 / 前田勇編著. 学
文社, 2003.4
観光学入門 : ポスト・マ
ス・ツーリズムの観光学 /
岡本伸之編. 有斐閣,
2001.4（有斐閣アルマ）
国際観光とエコツーリズ
ム / 小方昌勝著. 文理
閣, 2004.3
観光開発と文化 : 南から
の問いかけ / 橋本和也,
佐藤幸男編. 世界思想社,
2003.2（Sekaishiso
seminar）

請求記号

配架場所

689
B

国際開発

689
Ko

国際開発

689
Ma

中央館
（3 階）
国際開発

689
O

中央館
（3 階）

689
O

情報・言語

689.27
H

中央館
（3 階）
国際開発

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。
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。
（一例）

資料情報
グリーンライフ入門 : 都
市農村交流の理論と実際
/ 佐藤誠, 篠原徹, 山崎
光博編著. 農山漁村文化
協会, 2005.5（農学基礎セ
ミナー）
観光開発と地域振興 : グ
リーンツーリズム解説と
事例 / 脇田武光, 石原照
敏編. 古今書院, 1996.4
グリーンツーリズム : 文
化経済学からのアプロー
チ / 駄田井正, 西川芳昭
編著. 創成社, 2003.3

1

請求記号

配架場所

611.151
Sa

国際開発

689.21
W

情報・言語
文地理
農ほか

689.4
N

中央館
（3 階）
国際開発
農学生開架

日本のエコツーリズム・グリーンツーリズム

雑誌記事を探そう

（一例）

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
エコシティーみなまたの
歩き方 : 豊かな自然と
山の幸・海の幸……そし
てすてきな人びと : 進
化した旅のかたち : グ
リーンツーリズム入門 /
水と緑の惑星保全機構,
里地ネットワーク編著.
合同出版, 2000.6
地域づくりと人間発達の
経済学 : リゾート地域
整備の評価・農産物直売
所・農村レストランを中
心に / 山崎美代造著.
御茶の水書房, 2004.12
グリーンツーリズムと日
本の農村 : 環境保全に
よる村づくり / 宮崎猛
編著. 農林統計協会,
1997.4

請求記号

配架場所

291.94
Mi

情報・言語

611.15
Y

689.4
Mi

■

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。

¾

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。

農学生開架

国際開発
情報・言語

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。

世界のエコツーリズム・グリーンツーリズム
■ 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。

（一例）
資料情報
ガラパゴス諸島 : 世界
遺産 エコツーリズム エ
ルニーニョ / 伊藤秀三
著. 角川書店, 2002.8（角
川選書 340）
世界森林報告 / 山田勇
著. 岩波書店, 2006.3（岩
波新書 999）
ドイツのグリーンツーリ
ズム / 山崎光博著. 農
林統計協会, 2005.3
愛知県足助町グリーン・
ツーリズムモデル整備構
想策定事業支援活動報告
書 / 農林漁業体験協会
[編]. 農林漁業体験協
会, 1996

請求記号

配架場所

296.15
I

中央館
（3 階）

652
Y

中央館
（3 階新書）

689
Y

農学生開架

■ 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。
■ 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。

インターネットも使おう
■

689.4
N

日本エコツーリズム協会
エコツーリズムに関する情報提供や人材育成を
目的としています。

国際開発

ビデオも利用しよう

■

エコツーリズム（環境省）
エコツーリズム推進マニュアルなど。

■

漁村へGO（水産庁）
都市と漁村との交流を促進しています。

（一例）
資料情報
インストラクタ-養成ビ
デオ / 全国農村映画協
会制作. 農山漁村文化協
会, [200-?]（農文協 VIDEO
体験民宿運営マニュアル
シリーズ 3）

請求記号

配架場所

V689.81
Z

国際開発

■

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

¾

2

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。
3‑March‑2009

