
 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。） 
                   

  モンゴル国（図書編） 
世界の 5 分の 3 を領土としたモンゴル帝国。そして社会

主義から民主主義へと大きく転換したモンゴル国。遊牧

民が作った草原の国の歴史はドラマに満ちています。  
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まずは百科事典で基礎をおさえる 

 

(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）また、事典ごとに少しずつ記述が異なってお

り、時には複数の百科事典を比べてみることも重要です。 

  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

モンゴルについての入門書を読もう 

 

（一例） 

 
 
 

もっと詳しい本を読もう（書架で探す） 

 
■ 図書は NDC : 日本十進分類法順に並んでいます。 

モンゴ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 

222.6 
蒙古：内蒙古自治区の歴史 

（モンゴル帝国はこちらに分類） 

222.7 外蒙古：モンゴル人民共和国 

302.227 
モンゴル人民共和国の政治・社会・文化

事情 

332.227 モンゴル人民共和国の経済 

 

★ モンゴル人民共和国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 + 227 
（モンゴル人民共和国を表す地域区分） 

 

例：モンゴル人民共和国の教育史・事情 

（372.227＝教育史・事情+モンゴル人民共和国） 

    * 文学等、一部例外あり。 

 

♪ 内蒙古自治区は中華人民共和国の一部です。中国に

関する資料も調べてみましょう。 

 

このことを知っていると、たとえ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。 

 
 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。 
 

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） 

資料情報 請求記号 配架場所

モンゴル現代史 / 小貫雅男

著. 山川出版社, 1993.9（世

界現代史 4） 

209.6 

Se 

中央館 

（3・4階）

4 法ほか 

モンゴル現代史 / Ts.バトバ

ヤル著 ; 芦村京, 田中克彦

訳. 明石書店, 2002.7 

222.7 

B 

中央館 

(3 階) 

入門・モンゴル国 / 青木信

治, 橋本勝編著. 平原社, 

1992.11 

302.227 

A 

国際開発

法 AP 

文比較 

モンゴルを知るための 60 章 

/ 金岡秀郎著. 明石書店, 

2000.4（エリア・スタディー

ズ） 

302.227 

Ka 

国際開発

法 

文比較 

モンゴル / 小長谷有紀編. 

河出書房新社, 1997.12（暮ら

しがわかるアジア読本） 

302.227 

Ko 
国際開発

モンゴル入門 : 草洋の国・偉

大な民族そして悠久の遊牧文

化--その過去と今日を知る / 

日本・モンゴル友好協会編. 

三省堂, 1993.4（三省堂選書）

302.227 

N 
国際開発

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/


もっと詳しい本を読もう（内容から探そう） 
 

■ 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。 
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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。専門分野をわかりやすく解説しています。 
 
（新書・選書の一例） 

 
 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。 

 

専門的な資料を読もう（参考文献から探す） 

 
■ 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） 

 

 

写真でみるモンゴル 
 

（一例） 

資料情報 請求記号 配架場所

草原の民、自由の民 : 写真集 / 

角川書店編集部編. 角川書店, 

1992.7（大モンゴル 4） 

222.6 

N 

中央館 

（3階）

モンゴル100の素顔 : もうひと

つのガイドブック / 東京農大

モンゴル 100 の素顔編集委員会

編 . 東 京 農 業 大 学 出 版 会 , 

1998.7 

292.27 

To 
国際開発

 

ビデオでみるモンゴル 
 

（一例） 

資料情報 請求記号 配架場所 

シルクロードと内モンゴル / 

中国大紀行製作委員会製作. 

JALUX (発売) , 2005（中国大

紀行 : The Great China） 

292.09 

Ty 

5 

情報・言語

東北・内モンゴル編 1 : モン

ゴル(蒙古)族. 天地楽舞 : 

音と映像による中国五十五少

数民族民間伝統芸能大系 / 

日本ビクター株式会社企画・

制作・著作. 日本ビクター, 

1995.8-1997.4 

V769 

Te 

15 

国際開発 

湖西のみち・韓 (から) のく

に紀行 ; モンゴル紀行. NHK

ソフトウェア , c2004（NHK 

DVD NHK スペシャル 街道を

ゆく：司馬遼太郎） 

D-68 
中央館 

（3階 AV）

 
モンゴルの言葉を話してみよう 

 

（一例） 

資料情報 請求記号 配架場所

現代モンゴル語辞典 / 小沢重

男編著. 改訂増補版. 大学書

林, 1994.11 

829.55 

O 

中央館 

(2階参考)

国際開発

教育 

文言語 

初級モンゴル語 / 塩谷茂樹, 

E.プレブジャブ著. 大学書林, 

2001.6 

829.55 

Si 

中央館 

（3階） 

留学生セ

モンゴル語基礎 / 吉野耕造著. 

平原社, 2005.12 

829.55 

Y 

中央館 

（3階） 

 

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。姉妹編として「モン

ゴル（雑誌記事・新聞記事・インターネット編）」があ

ります。こちらもご利用ください。 

 

  6-March-2009 

 

資料情報 請求記号 配架場所 

チンギス・カン : "蒼き狼"

の実像 / 白石典之著. 中央

公論新社, 2006.1（中公新書

1828） 

289.2 

Si 

中央館 

（3階新書）

草原と馬とモンゴル人 / 楊

海英著. 日本放送出版協会 , 

2001.5（NHK ブックス 915） 

292.27 

Y 

中央館 

（3階） 

モンゴルに暮らす / 一ノ瀬

恵著. 岩波書店, 1991.11（岩

波新書新赤版 194） 

302.227 

I 

中央館 

（3階新書）

モンゴル : 民族と自由 / 田

中克彦著. 岩波書店, 1992.6

（同時代ライブラリー113） 

302.227 

Ta 

中央館 

（3階） 

国際開発 

文比較 

草原の革命家たち : モンゴ

ル独立への道 / 田中克彦著. 

増 補 改 訂 版 中 央 公 論 社 , 

1990.5（中公新書 344） 

316.4 

T153 
法 

モンゴル草原の生活世界 / 

小長谷有紀著. 朝日新聞社, 

1996.4（朝日選書 551） 

389.227 

Ko 

中央館 

（3階） 

文比較 

資料情報 請求記号 配架場所

モンゴル帝国と大元ウルス / 

杉山正明著. 京都大学学術出

版会, 2004.2（東洋史研究叢刊

65（新装版 3）） 

222.6 

Su 
文東史 

中国の環境政策生態移民 : 緑

の大地、内モンゴルの砂漠化を

防げるか? / 小長谷有紀, シ

ンジルト, 中尾正義編. 昭和

堂, 2005.7（地球研叢書） 

519.1 

Ko 
国際開発

モンゴル文学への誘い / 芝山

豊, 岡田和行編. 明石書店, 

2003.10 

929.25 

Si 

中央館 

（3階）

http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://shinshomap.info/
http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/service/library/index.html
http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/service/library/index.html

