
 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。） 
                   

移民国家でもあり、現在は「資源ブーム」で

活況を呈する、オーストラリアの歴史や 

社会、文化について調べてみましょう。 

  オーストラリア 
       

 
 

 

百科事典で基礎的な事項を確認する もっと詳しい情報を調べよう（書架で探そう） 
 (一例) 
■ 図書は NDC : 日本十進分類法順に並んでいます。 
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 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。 

 

★ 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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オーストラリアについての入門書を読もう 
（一例） 

 

オーストラリア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 

271 オーストラリアの歴史 

302.71 オーストラリアの政治・社会・文化事情

332.71 オーストラリアの経済史・事情 

612.71 オーストラリアの農業史・事情 

 

★ オーストラリア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 + 71（オーストラリアを表す地域区分） 

例：オーストラリアの教育 

（372.71＝教育事情+オーストラリア） 

    * 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、『オーストラリアにつ

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 

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，2005 

031 

Se 

中央参 

（2階） 

ヨーロッパ・アメリカ・オ

セアニア事典 / 吉田寅 

[ほか] 編集. （グローバル

ライブラリーシリーズ = 

Global library series ; 3 

ビジュアル世界史） 

230.033 

Y 

参 

情報・言語

オセアニアを知る事典 / 

石川栄吉 [ほか] 監修. 新

訂増補. 平凡社, 2000.3 

270 

O 

中央館 

（3階） 

資料情報 請求記号 配架場所

オーストラリアの歴史 : 多文

化社会の歴史の可能性を探る / 

藤川隆男編. 有斐閣 , 2004.4 

（有斐閣アルマ Interest . 世

界に出会う各国=地域史） 

271 

H 

中央館 

（3階）

物語オーストラリアの歴史 : 

多文化ミドルパワーの実験 / 

竹田いさみ著.中央公論社, 

2000.8 （中公新書 1547） 

271 

Ta 

中央館 

新書文庫

（3階）

オーストラリアを知るための

48 章 / 越智道雄著. 明石書

店, 2000.7（エリア・スタディ

ーズ） 

302.71 

O 

中央館 

（3階）

国際開発

オーストラリア入門 / 竹田い

さみ, 森健, 永野隆行編. 第 2

版. 東京大学出版会, 2007.9 

302.71 

Ta 

中央館 

（3階）

 

 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。 

http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbebook.html
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.nii.ac.jp/
http://webcatplus-equal.nii.ac.jp/libportal/equalTop.html
http://opac.ndl.go.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） 映像でみるオーストラリア 

 一例） 
■ 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

オーストラリア社会問題入門 / 

V.J.カラン著 ; 関根政美, 関根

薫訳. 慶應通信, 1994.12 

316.871 

C 

中央館 

（3階）

オーストラリアの政治と行政 / 

久 保 信 保 , 宮 崎 正 壽 共 著 .  

ぎょうせい, 1990.12 

312.71 

Ku 

中央館 

（3階）

法 

オーストラリア移民政策論 / 浅

川晃広. 中央公論事業出版, 

2006.11 

334.471 

A 

中央館 

（3階）

国際開発

多文化国家の先住民 : オースト

ラリア・アボリジニの現在 / 小

山修三, 窪田幸子編. 世界思想

社, 2002.4（Sekaishiso seminar） 

382.71 

Ko 

中央館 

（3階）

 

雑誌記事を探そう 
 

論文（全分野） 

■ NDL-OPAC（雑誌記事索引）, MAGAZINEPLUS（学内限定）， 

日本語で書かれた雑誌記事を探すことができます。 

 

■ 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。所属する図書室にお尋ねください。 

 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。 

 

学術誌（一例） 

 

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） 

資料情報 請求記号 所蔵 
オーストラリア・珍獣の島、フク

ロネコが森を駆ける. NHK ソフト

ウェア, c1994（NHK ビデオ NHK

生きもの地球紀行） 

V-0514 

中央館

AV 

（3 階）

オーストラリア : 砂漠漂流. パ

ック・イン・ビデオ, [1990 前後]

（新世界紀行 美しき大自然編） 

V-0420 

中央館

AV 

（3 階）

グレート・バリア・リーフ I ; グ

レート・バリア・リーフ II. SME・

ビジュアルワークス, 2002.11

（世界遺産 = The world 

heritage オーストラリア編） 

7203 

I 
工建築

 

インターネットで探そう 

 

■ 主な関連サイト 

 □ オーストラリア学会 

http://pweb.cc.sophia.ac.jp/s-yuga/asaj2/  
オーストラリアに関する学際的研究のために 1989 年に 

設立された学会です。 

 
□ 追手門学院大学オーストラリア研究所 

http://www.otemon.ac.jp/cas/   

1967 年に開設された日本初の専門的なオーストラリア

研究機関です。オーストラリアライブラリー（「豪日交

流基金寄贈書」約 15,000 点 + 研究所蔵書 5,000 点を

所蔵）が附属図書館内に併設されています。 
研究誌「オーストラリア研究紀要」 

 

□ 豪日交流基金 

http://www.ajf.australia.or.jp/    

オーストラリア政府の日豪両国の交流を促進する中心

機関で、教育、文化、ビジネス分野などを含む幅広い日

豪関係を強化する活動を展開しています。 資料情報 所蔵 
オーストラリア研究紀要 / 追手門学院大学

オーストラリア研究所 
法  

 □ 南山大学アジア・太平洋研究センター 

http://www.nanzan-u.ac.jp/ASIAPACIFIC/index.html  

旧オーストラリア研究センター。オーストラリアを中心

とする太平洋地域の政治、経済、社会、文化などの諸分

野における総合研究と資料収集、同地域における学術交

流とネットワークの形成を目指しています。 
 
□ オーストラリア・ニュージーランド文学会 

http://homepage3.nifty.com/anzls/     

オーストラリアとニュージーランドの文学・文化の紹介

および研究に携わっています。機関紙「南半球評論」 
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。 
  
 ■ 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! 

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。 

 

 調べ方がわからない時やその他の新聞に掲載された

記事を探すときは，「新聞記事・所蔵をさがす」をみて

ください。 
  
 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。 
 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。 
        2008.06.03 

http://opac.ndl.go.jp/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbjapanese.html#MAGPLUS
http://ci.nii.ac.jp/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide_c/guide/search/4.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.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/gsheets/newspaper.pdf
http://pweb.cc.sophia.ac.jp/s-yuga/asaj2/
http://www.otemon.ac.jp/cas/
http://www.ajf.australia.or.jp/
http://www.nanzan-u.ac.jp/ASIAPACIFIC/index.html
http://homepage3.nifty.com/anzls/
http://www.google.co.jp/
http://www.yahoo.co.jp/
http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/service/library/

