
 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。） 
                   

 シンガポール共和国 
       

シンガポールは多様な言語や背景を持つ人々が住む多文化国家です。 
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百科事典で基礎的な事項を確認する 

 

 
 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） 

 

★ それぞれの事典に 

よって少しずつ記述が 

異なっています。 

時には複数の百科 

事典を比べてみる 

ことも重要です。 

 

 

 

 
 

シンガポールについての入門書を読もう 
 

（一例） 

 
■ シンガポールについて書かれた本だけでなく、東南

アジア全般について書かれた本（入門 東南アジア研究. 
上智大学アジア文化研究所編. めこん, 1999）なども参

考になります。 
 

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。 

シンガポールについて書かれた本を調べる時は、自分が

どんな情報を求めているかが重要になります。 

 

（一例） 

分類番号 分野 

223.99 シンガポールの歴史 

302.2399 シンガポールの政治・社会・文化事情 

312.2399 シンガポールの政治 

 

★ シンガポールについて書かれた図書は基本的に下記

の約束で分類されています。 

 

主題の NDC + 2399（シンガポールを表す地域区分） 

例：シンガポールの教育 

（372.2399＝教育事情+シンガポール） 

    * 文学等、一部例外あり。 

 

このことを知っていると、タイトルがわからなくても、

自分の必要な資料を書架で探すことができます。また、わ

からない時は図書館のスタッフに、『シンガポールについ

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。 

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） 

東南アジアを知る事典：ベ

トナム+カンボジア+ラオス

+タイ+ミャンマー+マレー

シア+ブルネイ+シンガポー

ル+インドネシア+フィリピ

ン / 石井米雄 [ほか] 監

修．新訂増補．平凡社，1999 

223.033 

To 

中央館 

（3階） 

国際開発 

留学生セ 

事典東南アジア : 風土・生

態・環境 / 京都大学東南ア

ジア研究センター編. 弘文

堂, 1997.3 

292.3 

Ky 

中央館 

（2階参考）

国際開発 

法ほか 

資料情報 請求記号 配架場所

シンガポール : 多文化社会を

目指す都市国家 / 糸林誉史著. 

三修社 , 2000.5（新アジア生活

文化読本） 

302.2399 

Ｉ 
国際開発

シンガポールを知るための 60

章 / 田村慶子編著. 明石書店, 

2001.10（エリアスタディーズ） 

302.2399 

Ta 

国際開発

教育 

もっと知りたいシンガポール / 

綾部恒雄, 石井米雄編. 第 2 版 

弘文堂, 1994.11 

302.23999 

A 

国際開発

文比較 

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/
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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

リー・クアンユー : 西洋とアジ

アのはざまで / 岩崎育夫著. 岩

波書店, 1996.1（現代アジアの肖

像 15） 

220 

G 

中央館 

（3階）

国際開発

経済 

シンガポールの国家建設 : ナシ

ョナリズム, エスニシティ, ジ

ェンダー / 田村慶子著. 明石書

店, 2000.3（明石ライブラリー

18） 

302.2399 

Ta 

中央館 

（1・3階）

国際開発

 
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。 

 

論文（東南アジア関係） 

■ 東南アジア関係文献目録データベース（NII） 

1975 年以降に日本国内で発行された書籍，学術雑誌に掲

載された論文，書籍に掲載の論文のうち，東南アジアに関

係が深いものを収録しています。 

 

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。 

 

オンラインシンガポールの新聞を読む 

■ Online Newspaper.com 

 

 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。 

 

シンガポールのことば 

 
シンガポールではマレー語（国語）、英語、華語、タミル

語の 4言語を公用語としています。そのうち英語は行政用

語として使われていますが、英語の中に福建語や広東語、

マレー語などの単語や言い回しが混じる「シングリッシ

ュ」という独特な英語も多く話されています。 

 

（一例） 

 

インターネットで探そう 

 
■ 主な関連サイト 

 □ シンガポール共和国（日本語） 

  外務省作成。首都・人口・言語といった一般事情のほ

かに、政治体制、外交、経済、日本との関係などの情

報がまとめられています。 

  

 □ 日本シンガポール協会（日本語・英語） 

  日本とシンガポールの経済協力、文化交流を通じ、両

国間の友好関係の維持、発展に寄与することを目的と

して設立されました。 
 

 □ ASEAN：東南アジア諸国連合（英語） 

  加盟国の統計資料や関連する公式文書が公開されて

います。 

 

 □ Singapore Infomap （英語） 

 政府が運営するシンガポールの総合情報ポータルサイ

トです。 

 

■ 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!

 

Next Step さらに専門的な情報を探してみよう 
 

■ NUL Academic Resource Cabinet － 情報検索のとび

ら－ 

  学術情報探索のためのポータルサイトです。 

 

 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。 

          5-March-2009 

資料情報 請求記号 所蔵 
国語を使わない国 : シンガ

ポールの言語環境 / 太田勇

著. 古今書院, 1994.9 

302.23999 

O 

中央館 

（3階） 

国際開発 

シンガポールの言葉と社会 : 

多言語社会における言語政策 

/ 大 原 始 子 著 . 三 元 社 , 

1997.3 

802 

O 

中央館 

（3階） 

国際開発 

アジアの英語 / 本名信行編. 

くろしお出版, 1990.12 

830.4 

H 

中央館 

（3階） 

情報・言語

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://dbr.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#lex
http://www.onlinenewspapers.com/singapor.htm
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/singapore/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html
http://www.singaaso.or.jp/
http://www.aseansec.org/
http://www.sg/
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/dbdb/
http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/service/library/

