
 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。） 
                   

NGO: Non-governmental Organization  
       
政府や企業からではなく民間の立場から貧困や環境など様々な問題に取り組む団体のことです。 

 

 1

このキーワードで探そう! 

 

 

■ 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。 

 

 

 

（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） 

 

NGO についての入門書を読もう 
（一例） 

もっと詳しい情報を調べよう（書架で探す） 
 
■ 図書は NDC : 日本十進分類法順に並んでいます。 非政府組織、国際協力、市民、ボランティア、国連、ODA

NPO、国際組織、国際交流、市民社会、非営利組織、 NGO について書かれた本を調べるだけでなく、関連分野の 

図書をみることも重要です。 

 

（一例） 

分類番号 分野 

329.36 民間国際機関 

333.8 経済協力. 経済援助 

335.89 NPO[特定非営利活動法人] 

369.7 ボランティア活動<一般> 

 

わからない時は図書館のスタッフに、『NGO についてこ

のような事が調べたい』と聞いてみてください。 

 

 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。 

 

もっと詳しい本を読もう（ネットで探そう） 

 
■ 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。 

 

■ 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 
（専門分野をわかりやすくまとめた 
入門書）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、 
連想検索によって関連テーマの本を 
探すことも簡単です。 
 

国際ボランティア、開発、環境、人権、平和など 

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 

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 

中央館 

（3階） 

国際開発 

農学国際ほか 

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） 

国際開発ほか 

資料情報 請求記号 配架場所 

「連続講義」国際協力 NGO : 

市民社会に支えられる NGO へ

の構想 / 今田克司, 原田勝

広編著. 日本評論社, 2004.11

329.36 

I 
国際開発 

市民と援助 : いま何ができ

るか / 松井やより著. 岩波

書店, 1990.8（岩波新書新赤

版 133） 

329.36 

Ma 

中央館 

（3階新書）

経済 

法ほか 

地球市民社会の最前線 : 

NGO・NPO への招待 / 目加田説

子著. 岩波書店, 2004.11（新

世界事情） 

329.36 

Me 

中央館 

（3階） 

国際開発 

教育 

ハンドブック NGO : 市民の地

球的規模の問題への取り組み 

/ 馬橋憲男, 斎藤千宏編著. 

明石書店, 1998.4 

329.36 

U 

国際開発 

農学国際 

日本の国際開発協力 / 後藤

一美, 大野泉, 渡辺利夫編

著. 日本評論社, 2005.6（シ

リーズ国際開発第 4巻） 

333.8 

Si 

4 

中央館 

（3階） 

国際開発 

ほか 

NPO/NGO と国際協力 / 西川

潤, 佐藤幸男編著. ミネルヴ

ァ書房 , 2002.7（シリーズ

NPO8） 

335.89 

N 

8 

国際開発 

経済 

法ほか 

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/dbebook.html#jkn
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#KIKUZO2
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/index.html
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide_c/guide/ndc.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-equal.nii.ac.jp/libportal/equalTop.html
http://opac.ndl.go.jp/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://shinshomap.info/
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専門的な資料を探そう（参考文献を使いこなす） 

 
■ 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） 

資料情報 請求記号 配架場所

国境を超える市民ネットワー

ク : トランスナショナル・シビ

ルソサエティ / 目加田説子著. 

東洋経済新報社, 2003.3（経済政

策分析シリーズ） 

329.36 

Me 

情報・言語

法 

平和・人権・NGO : すべての人が

安心して生きるために / 三好亜

矢子 [ほか] 編. 新評論, 

2004.3 

329.36 

Mi 

国際開発

情報・言語

NGO の発展の軌跡 : 国際協力

NGO の発展とその専門性 / 重田

康博著. 明石書店, 2005.3 

329.36 

Si 

中央館 

（3階）

国際開発

進化する国際協力 NPO : アジ

ア・市民・エンパワーメント / シ

ャプラニール=市民による海外協

力の会編. 明石書店, 2006.3 

333.8257

6 

Sh12 

経済 

参加型農村開発と NGO プロジェ

クト : 村づくり国際協力の実践

から / 伊藤達男, 伊藤幸子著. 

明石書店, 2003.9 

611.1523

1 

I 

国際開発

農学国際

 

雑誌記事を探そう 
 

論文（全分野） 

■ 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。 

 

■ CiNii（NII） 

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。 

 

論文（発展途上国・経済学・開発学分野など） 

■ アジ研OPAC（アジア経済研究所） 

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。 

 

新聞記事を探そう 

 
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。 

 

世界の新聞記事 

■ 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。 

 

 新聞記事の場合も、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。 

映像でみる NGO 

（一例） 

 

NGO 活動をやってみたい!! 

（一例） 

 

インターネットで探そう 

 
■ 主な関連サイト(一例) 

 □ 国際協力NGOセンター : JANIC（日本語・英語） 
平和で公正な地球市民社会の実現に寄与するために、 

 日本の主要なNGO団体が加盟するネットワーク型のNGO

です。 

 

 □ JVC日本国際ボランティアセンター（日本語・英語） 

アジア・中東・アフリカの 11 の国・地域で支援活動

を行っている国際協力 NGO 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!

 

 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。 

     4 4
      3-March-2009

資料情報 請求記号 所蔵 
NGO による参加型農村開発 : 村

づくり委員会の取組み : JVC ベ

トナム・スタディツアーからの

報告 / 日本国際ボランティア

センター編集 ; 阿佐部伸一撮

影. 日本国際ボランティアセン

ター, 1998 

V333.8231 

N 
国際開発

大地と人に、もっとドラマを : 

国際協力 NGO オイスカの取り組

み / オイスカ企画 ; 電通, 電

通テック制作.  [オイスカ], 

[2005] 

V601.6 

O 
国際開発

カンボジア農村開発 : 村人が

考え、村人が行動する. 日本国

際ボランティアセンター, 

[200-] 

V612.25 

N 
国際開発

資料情報 請求記号 所蔵 
NGO 活動入門ガイド : 国際ボ

ランティアに参加したい人に

… / 石渡秋著. 実務教育出版, 

1997.6 

329.36 

I 

中央館 

（3階）

法 

あなたも国際貢献の主役にな

れる : いま NGO にできること 

/ 小川秀樹著. 日本経済新聞

社, 2001.10 

329.36 

O 
国際開発

やってみよ!国際ボランティア 

/ 長谷川まり子著. 双葉社, 

2001.2 

329.39 

H 
国際開発

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://ci.nii.ac.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.janic.org/
http://www.ngo-jvc.net/
http://web.kyoto-inet.or.jp/org/kyo-yoh/kensaku/kensaku.html
http://www.google.co.jp/
http://www.yahoo.co.jp/
http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/service/library/

