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。）

タイの文化：音楽

タイの音楽、特にタイの若者がどんな歌を聞いているか
しらべてみましょう。

キーワード・関連語を探そう

日本の大学や国立国会図書館にある本を探そう。

■ Webcat PlusやJapan Knowledgeを使って、関連するキ
ーワードを辞書・事典や図書の内容・目次データから探し
てみましょう。
（一例）
ポピュラー音楽、民族音楽、ポップス、モーラム

Webcat Plus（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・雑
誌の総合目録データベースです。
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。

音楽について調べよう
資料情報
音楽大事典 / 岸辺成雄 [ほ
か] 編. 平凡社 , 1981-1983
6冊
ラルース世界音楽事典 / 遠
山一行, 海老沢敏編. 福武書
店, 1989.11 上・下巻
世界の民族音楽辞典 / 若林
忠宏編著. 東京堂出版,
2005.9
「図解」世界楽器大事典 / 黒
沢隆朝著. 雄山閣, 2005.2 普
及版

請求記号
760.3
O
760.3
To
760.33
W
763
Ku

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。

配架場所
中央館
（2 階）
情報・言語
中央館
（2 階）
情報・言語
中央館
（3 階）
国際開発
中央館
（3 階）
国際開発

目次や内容から本を探そう
Webcat Plus（連想検索）
NACSIS Webcat + 図書の内容

タイや東南アジアの音楽について書かれた本を読もう
（一例）
資料情報
請求記号
世界音楽への招待 : 民族音
760.13
楽学入門 / 柘植元一著. 音
Tu
楽之友社, 1991.6
非西欧世界のポピュラー音楽
762
/ ピーター・マニュエル著 ;
Me
中村とうよう訳. ミュージッ
ク・マガジン , 1992.6
東南アジア / ポール・コラー
ル著 ; エミー・ベルナツイッ
ク [ほか] 共同執筆. 音楽之
762.08
友社, 1986.9（人間と音楽の
N
歴史 / ハインリヒ・ベッセラ
1(3)
ー, マックス・シュナイダー
監修 ; ヴェルナー・バッハマ
ン編集 1 民族音楽 3）
カラワン楽団の冒険 : 生き
るための歌 / ウィラサク・ス
762.23
ントンシー著 ; 荘司和子訳.
W
晶文社, 1983.7
ポピュラー音楽の世紀 / 中
764
村とうよう著. 岩波書店,
N
1999.9（岩波新書 新赤版 636）
タイ・演歌の王国 / 大内治
767.8
著. 現代書館, 1999.10
O

世界の音楽について書かれた本を書架で探そう
■ 図書は NDC : 日本十進分類法順に並んでいます。
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
760
音楽
762
音楽史. 各国の音楽
762.237
タイの音楽
763
楽器. 器楽
764
器楽合奏
765
宗教音楽. 聖楽
766
劇音楽
767
声楽
767.8
歌謡曲. 流行歌
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。

名古屋大学にある本を探そう
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。
¾

目次情報

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。それぞれの本の内容紹介と目次情報を
みることができます。

Japan Knowledgeからは「日本大百科全書」、
「imidas」、聞
蔵からは「知恵蔵」が検索できます。（学内限定）

¾

+

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。

1

配架場所
中央館
（3 階）
中央館
（3 階）

中央館
（3 階）

中央館
（3 階）
中央館
（3 階）
情報・言語
国際開発

愛知県内の公立図書館にある資料を探そう。

映像でみるタイの音楽
（一例）

直接来館して利用するほか、所属する図書室を通じて愛
知県内の公共図書館の図書を取り寄せする方法もありま
す。（県内図書館ネットワークのため無料ですが、搬送便
の都合で入手には時間がかかります。急ぎの場合は直接来
館しての利用をおススメします。）

資料情報
音と映像による世界民族音楽
大系 / 日本ビクター著作. 日
本ビクター, 1988 第 7 巻 タイ,
ビルマ
音と映像による世界民族音楽
大系 / 平凡社編. 日本ビクタ
ー, 1988.6-7 解説書 1,2

愛蔵くん（愛知県内図書館 横断検索）
（名古屋市立図書館の関連図書一例）
資料情報
アジアンポップス事典 TOKYO FM 出版, 1995
エイジアン・ポップ・ミュージックの現在 / 大須賀猛編.
新宿書房, 1993
まとわりつくタイの音楽 / 前川健一. めこん, 1994
はじめての世界音楽 : 諸民族の伝統音楽からポップス
まで / 柘植元一, 塚田健一編. 音楽之友社 1999.6

配架場所

V-0545

中央館
AV

762
H

中央館
（3 階）

インターネットで調べよう
■ 愛知県芸術文化センター:アートライブラリー
芸術に関する資料を広範囲に収集・公開している図書室
です。美術・音楽・演劇などに関する図書や、展覧会カタ
ログ・楽譜・雑誌などの文献資料のほか、クラシック音楽
を中心とした CD・レコードなども収集しています。
■ Thailand Authority
タイの TV・ラジオ・音楽（タイポップス）のインターネ

音楽について書かれた雑誌記事を探そう
論文（全分野）
■ CiNii
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。

ット視聴ガイド、バンコクの観光名所や街並みを撮影した
写真集などがあります。
■ Sawadee music
タイの音楽・映画を専門に扱うインターネットショップ
です。

■ 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。

■ タイポッパーズ・パラダイス
タイのポップミュージックに関するニュースなどが掲
載されています。

雑誌記事（一般的な月刊誌・週刊誌など）
■ 大宅壮一文庫雑誌記事索引検索Web版（学内限定）
1988 年以降の約 400 誌から採録した 200 万件以上の記事
索引を検索できます。

■

ナータリラー・タイカルチャーセンター
タイの古典音楽や楽器についての情報が掲載されてい
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。所属する図書室にお尋ねください。
¾

請求記号

■ 浜松市楽器博物館
「世界の楽器を偏りなく平等に展示して、楽器を通して
人間の知恵と感性を探る」ことをコンセプトにして、「み
る」「きく」「ふれる」展示を行っています。

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。

新聞記事を探そう

■

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Google Yahoo!

¾

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-November-2007

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。
■ 中日新聞・東京新聞記事データサービス（学内限定）
中日新聞の新聞記事が検索できます。各地方版まで収録さ
れています。
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。
¾ 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。
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