
 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。） 
                   

 1

オーストラリアの先住民 
       

オーストラリアの先住民アボリジニやトレス

諸島民について調べてみましょう。 

 
 

 

このキーワードでさがそう 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。 

 ■ Webcat Plus、Japan Knowledge(学内限定)などを使っ

て、キーワード・関連語を図書の内容・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しまし

ょう。  

事典で基礎的な事項を確認しよう 

(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） 

 

★ 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。 

 
オーストラリアの先住民についての入門書を読もう 
（一例） 

 

オーストラリアの先住民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

316.8 人種・民族問題 

382.71 オーストラリアの民俗・風習 

389 民族学 

 

わからない時は図書館のスタッフに、『オーストラリア

の先住民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 

たとえば… 

アボリジニ（ー）、アボリジナル、少数民族、多文化主義

国際先住民年、先住権原法、マボ判決、土地回復運動等

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）

世界のマイノリティ事典 / 

マイノリティ・ライツ・グル

ープ編 ; マイノリティ事典

翻訳委員会訳. 明石書店, 

1996.3 

316.8 

Mi 

中央参 

（2階）

国際開発

法 

世界の少数民族を知る事典 / 

ジョージナ・アシュワース

編 ; 辻野功[ほか]訳. 明石

書店, 1990.3 

389 

A 

中央館 

（3階）

国際開発

情報言語

図説世界の先住民族 / ジュ

リアン・バージャー著 ; やま

もとくみこ [ほか] 訳. 明石

書店, 1995.6 

389 

B 

中央館 

（3階）

国際開発

情報言語

資料情報 請求記号 配架場所
もっと知りたいアボリジニ : 

アボリジニ学への招待 / 青

山晴美著. 明石書店, 2001.3

316.871 

A 

中央館 

（3階）

隣のアボリジニ : 小さな町

に暮らす先住民 / 上橋菜穂

子著. 筑摩書房, 2000.5（ち

くまプリマーブックス 137） 

389 

U 
国際開発

アボリジニーの国 : オース

トラリア先住民の中で / 中

野不二男著. 中央公論社, 

1985.1（中公新書 753） 

389.71 

N 

中央館 

新書文庫

（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。 

 
新書マップ http://shinshomap.info/  

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。 

 
 
 

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.nii.ac.jp/
http://shinshomap.info/
http://webcatplus-equal.nii.ac.jp/libportal/equalTop.html
http://opac.ndl.go.jp/


専門的な資料を探そう（参考文献を使いこなす） 新聞記事を探そう 

  
■ 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。 
日本の新聞記事 

■ 日経テレコン 21 （学内限定） 
（一例） 日本経済新聞ほか日経 4紙の記事が収録されています。 

資料情報 請求記号 配架場所

アボリジニー神話 / K・ラングロ

ー・パーカー著 ; H.ドレーク=ブ

ロックマン編 ; 松田幸雄訳. 青

土社, 1996.3 

164.71 

P 
国際開発

オセアニア / 前川啓治, 棚橋訓

編. 明石書店, 2005.9（講座世界

の先住民族 : ファースト・ピー

プルズの現在 

382.7 

A 

中央館 

（3階）

国際開発

ラディカル・オーラル・ヒストリ

ー : オーストラリア先住民アボ

リジニの歴史実践 / 保苅実著. 

御茶の水書房, 2004.9 

382.71 

H 

文比較 

法 

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）

アボリジニ社会のジェンダー人

類学 : 先住民・女性・社会変化 / 

窪田幸子著. 世界思想社, 2005.2 

382.71 

Ku 

中央館 

（3階）

生命の大地 : アボリジニ文化と

エコロジー / デボラ・B・ローズ

著 ; 保苅実訳. 平凡社, 2003.6 

382.71 

R 

中央館 

（3階）

 

■ 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。 

 

オーストラリアの新聞記事 
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写真・映像でみるオーストラリアの先住民 

(一例） 

 

実話を元にしたアボリジニについての映画もあります。 

「裸足の 1500 マイル」フィリップ・ノイス 

 

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） 

■ The Australian（英語） 

     http://www.theaustralian.news.com.au/  

 

■ The Age（英語） 

     http://www.theage.com.au/   

 

■ The Sydney Morning Herald（英語） 

     http://www.smh.com.au/    

 

 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。 

 

インターネットで探そう 

■ 主な関連サイト（一例） 

□ Cape York Institute（英語） 

http://www.cyi.org.au/  

先住民の福祉や教育など様々な問題を研究してい

ます。 
資料情報 請求記号 所蔵 

ジャビルカ / ブラッドベリ監

督 ; 宇野田陽子訳. ビデオプ

レス (制作) , [1998] 

V519.871 

B 
国際開発

写真集世界の先住民族 : 危機

にたつ人びと / アート・デイヴ

ィッドソン著 ; 鈴木清史, 中

坪央暁訳. 明石書店, 1996.9 

316.8 

D 

中央館 

（3階）

文比較 

 

□  FaHCSIA: Department of Families, Housing, 

Community Services and Indigenous Affairs（英語） 
http://www.facsia.gov.au/  

家族・コミュニティサービス・先住民省。 

 

 □ National Native Title Tribunal（英語） 

http://www.nntt.gov.au/  

国立先住権原審判所。先住権原の認定手続きや補償 

手続きなどを行う機関です。 

 

 □ AIATSIS: Australian Institute of Aboriginal and 

Torres Strait Islander Studies（英語） 

http://www.aiatsis.gov.au/  

      アボリジニ・トレス諸島民研究所。先住民族の文化 
   や生活様式についての情報資料を多く収集しています。 
 

 □ Indigenous Australia（英語） 

http://www.dreamtime.net.au/   

オーストラリア博物館によるオーストラリア先住 
民、アボリジニに関するウェブサイトです。 

 

 ■ 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。 
http://opac.ide.go.jp/webopac2/topmnu.do   
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 

 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 
事を探すことができます。 

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/webopac2/topmnu.do
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.theaustralian.news.com.au/
http://www.theage.com.au/
http://www.smh.com.au/
http://www.cyi.org.au/
http://www.facsia.gov.au/
http://www.nntt.gov.au/
http://www.aiatsis.gov.au/
http://www.dreamtime.net.au/
http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/service/library/

