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 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。） 
                   

人の心を探る ー心理学へのとびらー  

 

 

まず概略をつかみ用語を確認しよう 

 

（一例） 

 

 そもそも｢心理学とは？｣ 

百科事典や専門辞典をひいて概略をつかみまし 

ょう。 

 

■ Japan Knowledge 「日本大百科全書」，「現代用 

語の基礎知識」などをオンラインで調べることも

できます。 

 

キーワードを考えよう 

 

 

 関連する文献を探すためには適当なキーワード

が必要です。各種事典の説明を読んで考えましょ

う。 

 

図書を探そう 

 

■ 図書は NDC（日本十進分類法）の順に並んでい 

ます。直接，図書館の棚に行って探す場合は，関

連分野の分類番号を探してください。 

 

 

 附属図書館の利用案内を見れば，分類表や中央

図書館の資料配置が分かります。 

 

■ OPAC で調べる。 

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，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。 

 

■ 国内で刊行されている図書を探す。 

 Webcat Plus 

全国の 1,000 以上の大学図書館等が所蔵する図

書や、新刊書の情報を、内容・目次データから検索

できます。 

また関連ワードが表示されるので、検索しなが

らキーワードを検討できます。 

 

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い図書は，取り寄せ

て借りることもできます。 

 所属別申込先一覧をご覧ください。 

 

■ 入門書を探す。 

入門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） 

 

雑誌記事を探そう 

 

■ MAGAZINEPLUS  

日本語で書かれた雑誌記事を探すことができます。 

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 2階参考

心理学辞典 /  Andrew 

M. Colman[著]. 丸善, 

2004 

140.33 

C 
中央 2階参考

心理学、心理、心、感情、意思、情動、情緒、 

精神分析、動機づけ、児童心理、青年心理、 

社会心理、臨床心理、パーソナリティ など  

分類番号 分野 

140 心理学 

141.6 情動，情緒，感情 

141.72 動機づけ 

146.1 精神分析学 

361.4 社会心理学 

377.9 学生生活 

資料情報 請求記号 配架場所 

心理学がわかる. 新版. 

朝 日 新 聞 社 ,  2003 

(AERA MOOK) 

140 

A 
中央 3階学習

はじめてふれる心理学

/ 榎本博明著. サイエ

ンス社, 2003 (ライブ

ラリ心の世界を学ぶ) 

 

140 

E 
中央 3階学習

図版心理学入門 / 関口

茂久著. 西日本法規出

版, 2005 

140 

Se 
中央 3階学習

はじめて出会う心理学

/ 長谷川寿一 [ほか] 

著. 有斐閣, 2000 

140 

Su 
中央 3階学習

心理学リーディング

ス : 素朴だけど不思議

な日々の出来事と人間

心理 / 山口博之編. ナ

カニシヤ出版, 2001 

140 

Y 

中央 3階学習

情報・言語 

人はどうして喜んだり悲しんだりするのでしょうか？ 

人間の意志や行動について科学的に探求する学問 

心理学について調べてみましょう 

http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#jkn
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/index.html
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide_c/guide/ndc.html
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide_c/guide/location.html
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide_c/guide/location.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.nii.ac.jp/
http://opac.ndl.go.jp/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/ILLplace.html
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbjapanese.html#MAGPLUS
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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。 
 

■ 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。 

 所属別申込先一覧をご覧ください。 

 

 調べ方がわからない時は，ホームページ「論文

を探す」を見てください。 

 

 良さそうな記事が載っている専門雑誌が見つか

ったら、通覧してみるのもひとつの方法です。 

 

 

 雑誌は分類順ではなく、雑誌名の順番〔和雑誌は

50 音順〕に並んでいます。また所蔵館があっても、

必ずしも全巻を持っているとは限らないので注意が

必要です。 

 

新聞記事を探そう 

 

「心の問題」について、新聞のオンライン検索で社

会的に話題になった記事を探すこともできます。 

 

■ 聞蔵 II ビジュアル 

朝日新聞のオンライン記事データベースです。

1945 年以降の記事、約 700 万件を検索・表示でき

ます。 
 

■ 日経テレコン 21  

■ 中日新聞・東京新聞記事データベース  
 

ビデオや DVD を見よう 

 

 

インターネットで探そう 

 

■ 日本心理学会 

http://www.psych.or.jp/index.html 

「学位論文データベース」や関連学会のページを集

めた「リンク」が掲載されている。 

 

■ 心理学情報サイト: Psycho lab. 

http://www.propellershaft.net/psycho/ 

イシザカワタル氏による心理学を勉強したい人のた

めのポータルサイト。 

大学教養レベルの「心理学」を、「さっぱりとした

形で」取り上げている。 

 

■ 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。得

られた情報は複数の情報源で確認し，活用方法を

考えなくてはいけません。  

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よう。 

代表的な検索エンジン Google Yahoo! 

 

 NUL Academic Resource Cabinet （学術サイト

リンク集）も参考にしてください。 

 

 

Next Step さらに専門的な情報を探してみよう 

 

一口に「心理学」といってもその対象は幅広く、記

憶、行動、感情、発達等、多岐におよびます。また、

「哲学」「認知科学」「人工知能」「脳科学」等、多く

の学問領域と関連しています。 

 

■ さらにテーマを掘り下げて探すために専門書や

関連分野の資料を探してみましょう。 

 

 

■ PsycINFO 「心理学関係資料のデータベース」 

関連の英語論文を調べることができます。 

 

 この情報への道しるべについてのご意見・ご質

問は，附属図書館参考調査掛までご連絡ください。 

資料情報 配架場所 

心理学研究 

日本心理学会編輯 

（岩波書店） 

中央館＜1926－＞ 
※ 新着は２階に展示 

製本後、地下１階に排架

資料情報 配架場所

心理学シリーズ：現代心理学編．アポロン． 
1.人間の情報処理 2.感覚と感情 3.薬物と行

動 4.人間の初期経験 5.大脳機能の側性化 

6.人間工学 7.バイオフィードバック 8.心の

葛藤 9.心の投影 10.カウンセリングと心理

療法 11.集団の行動 12.異常事態の心理 

13.組織のグループダイナミックス 

中央図書

館 AV コー

ナー 

V682 

～694 

資料情報 請求記号 配架場所 

経験論と心の哲学 / 

ウィルフリド・セラー

ズ [著]. 岩波書店, 

2006 

 

104 

Se 
中央 3階学習

「自己形成の心理：自

律的動機づけ」 速水敏

彦著 金子書房, 1998

141.72 

H 
中央 3階学習

認知行動科学 : 心身

の統合科学をめざして 

/ 西川泰夫著. 新版. 

放送大学教育振興会, 

2006  

(放送大学大学院教材)

 

377.15 

Hoso 

2006 
中央 1階研究

心・脳・科学 / ジョ

ン・サール [著]. 岩波

書店, 2005 

007.13 

Se 
中央 3階学習

http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/ILLplace.html
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/
http://ci.nii.ac.jp/cinii/servlet/CiNiiTop#
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide_c/guide/search/4.html
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide_c/guide/search/4.html
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#KIKUZO2
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#NK21
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#CHU
http://www.psych.or.jp/index.html
http://www.propellershaft.net/psycho/
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//DBannai/dbovid.html#PsycINFO

