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入門的な情報 

広島修道大学図書館 作成日 2015.04.01 

 

 

 

 
「環境保護」についての情報の探し方が分かります。レポート作成のために、情報検索ガイドとして活用して下さい。 

 

“■”このマークが付いているデータベースは、図書館ホームページ<データベース検索>内にリンクされています。 

 

ゴミ問題、京都議定書、化石燃料、絶滅危惧種、地球温暖
化、化学的酸素要求量(COD)、循環型社会、クリーンエネ
ルギー、環境基本法、自然破壊、グリーン調達、外水氾濫・
内水氾濫、ゴミ分別、コージェネレーション、3R、仮想水、
ヒートアイランド現象など 

 

文献を探す前に、テーマに関する基本的な知識や背景を調

査しましょう。 

■JapanKnowledge Lib 

『日本大百科全書』、『現代用語の基礎知識』、『歴史地名
大系』などが利用できます。 

■ブリタニカ・オンライン・ジャパン 

日本語の『ブリタニカ国際大百科事典』と英語の 
『Encyclopædia Britannica 』をベースとしています。 
 

＜図書館で所蔵している図書（一例）＞ 

資料情報 請求記号 配架場所 

環境白書 519.1/H73 
2 階白書・ブック

レット等 

環境大事典 519.03/Y91 2階参考図書 

環境総覧 2013 519.1/Ts94 2階参考図書 

 

 

●学内の所蔵を探す 

✽OPACで調べる 

オンライン目録（OPAC）で本学図書館の蔵書を調べること

ができます。資料の所蔵の有無、配架場所、請求記号がわ

かります。 

＜図書館で所蔵している図書（一例）＞ 

資料情報 請求記号 配架場所 

環境・エネルギー問題 レファレン
スブック（環境・エネルギー問題
に関する参考図書を網羅。） 

519.03/N71 
2階目録 

・索引 

なぜ環境保全はうまくいかないの

か：現場から考える「順応的ガバ

ナンス」の可能性 

361.7/Mi86 
3 階一般

図書 

地球のなおし方：限界を超えた環

境を危機から引き戻す知恵 
519/Me11 

3 階一般

図書 

環境保全活動・環境教育推進法を 

使いこなす本 
519.2/Su96 

3 階一般

図書 

✽テーマの棚に行って探す 

図書には１冊ごとにテーマを表す分類記号が付いて、この

記号順に書架に並んでいます。 

分類記号 項目名 分類記号 項目名 

462 生物地理・ 

生物誌 

482 動物地理・ 

動物誌 

470 植物学 519 公害・環境工学 

 
✽国内で刊行されている図書から探す 

■CiNii(ｻｲﾆｨ) Books-大学図書館の本をさがす 
全国の大学図書館等が所蔵する本（図書や雑誌等）

の情報を検索できます。 

■WebcatPlus 
明治以前の図書から新刊書までの日本語の図書が
「連想検索」できます。所蔵している図書館も表示
されます。 

■NDL-OPAC 

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている
図書、雑誌、雑誌記事や新聞などが検索できます。 

■Books.or.jp 

国内で発行された入手可能な書籍が検索できます。
出版社のホームページやオンライン書店へのリンク
もあります。 

  ■新書マップ 
新書・選書を対象に、1000 のテーマについて関連す
る本のリスト、本の概要や目次、それらを読み解く
ための読書ガイドが付けられています。 

 

●雑誌の探し方 

✽OPACを使い、学内の所蔵から探す 

オンライン目録（OPAC）で本学図書館の蔵書を調べる

ことができます。資料の所蔵の有無、配架場所、請求

記号がわかります。 

＜図書館で所蔵している主な雑誌＞ 

資料情報 請求記号 配架場所 

地球温暖化：環境危機の課題

と対策のマガジン 
Z510/EAR-001 

2 階新着

雑誌 

環境ビジネス：marketing Z510/KAN-019 
2 階新着

雑誌 

環境と公害：自然と人間の共

生を求めて 
Z510/KOG-001 

2 階新着

雑誌 

日経エコロジー：Ecology Z510/NIK-001 
2 階新着

雑誌 

※2階電動書架・書庫へバックナンバーの所蔵もあります。 

キーワード・関連語 

雑誌・雑誌記事を探す 

環境保護について調べる 

図書を探す 
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図書館にない資料を手に入れる 

✽国内で刊行されている雑誌から探す 

■CiNii(ｻｲﾆｨ) Books:大学図書館の本をさがす 
全国の大学図書館等が所蔵する本（図書や雑誌等）の

情報を検索できます。 

■Webcat Plus 

一致検索で表示条件を「雑誌のみ」に限定して検索し
ます。詳細画面には CiNii Booksへのリンクがあります。 

■NDL-OPAC  

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている図
書、雑誌、雑誌記事や新聞などが検索できます。 

 

●雑誌論文の探し方 

■CiNii(ｻｲﾆｨ) Articles-日本の論文をさがす 

学協会で発行された学術雑誌と大学等で発行された
研究紀要の両方を検索し、検索された論文の引用文献情
報や本文を PDFファイルで閲覧することが可能。 

■magazineplus  

国内最大規模の雑誌・論文記事のデータベース。一般

週刊誌から学術雑誌まで幅広く採録されています。 

■Web OYA-bunko 

国内で刊行された一般週刊誌、芸能・スポーツ誌を中
心に掲載当時の世相・風俗についての記事検索が可能で
す。 

■環境問題文献目録 2006-2008 

環境問題に関する図書・雑誌論文 21,997 点を一望。
環境問題に関する図書 3,762 点と、一般誌、人文・社
会科学専門誌、一般研究誌に掲載された雑誌記事・論
文 18,235点を収録。 

  請求記号:519.03/Ka56 配架場所：2階目録・索引 

＜CiNiiでこんな雑誌記事が検索できます＞ 

記事情報 

国内外の環境問題のとりくみ 大学生のグリーンツー

リズム体験学習 人間と環境 34(2)，132-135，2008 
請求記号:Z510/NIN-001  

配架情報:新着 2階新着雑誌/バックナンバー:2階電動書架 

環境教育のためのカードゲーム"GAWL"の開発  

日本経営工学会論文誌 65(2)，89-97，2014 
本学所蔵無し CiNiiに PDFあり(本文あり) 

 

● 原紙／縮刷版 

最新 1年分の原紙は 2階新聞コーナーにあります。縮刷版

は 2階雑誌コーナー奥の電動書架に置いてあります。 

＜図書館で利用できる専門紙／縮刷版＞ 

朝日新聞縮刷版 毎日新聞縮刷版 日本経済新聞縮刷版 

『GREEN REPORT』：全国 26紙の新聞から環境情報に関する

記事を集約しています。 

請求記号 : Z510/GRE-001 

配架場所 : 2F新着雑誌／バックナンバー１F書庫 

●新聞記事をデータベースで探す 

新聞記事は、データベースを利用すれば、簡単にキーワー

ドや日付などの条件に応じた記事を探し出すことができ

ます。全文はもちろん、PDFファイルで掲載紙面のままを

閲覧することも可能です。 

＜図書館で利用できるデータベース＞ 

データベース 新聞 収録期間 

日経テレコン２１ 
日経四紙(経済、

産業、MJ、金融) 

1975.4-現在 

1987-2008(金融) 

聞蔵 IIビジュアル 朝日新聞 1879.1-現在 

毎索 毎日新聞  1987.1-現在 

 

更に深くテーマを掘り下げるには専門事典、白書、年鑑な

どの情報源が役立ちます。 

資料情報 請求記号 配架場所 

ベーシック環境六法 519.12/B39 
2階参考 

図書 

環境アセスメント 

基本用語事典 
519.15/Ka56 

2階参考 

図書 

日本の大気汚染状況 519.3/N71 
2階参考 

図書 

廃棄物年鑑-2015年版 519.7/H15 
2階参考 

図書 

 

キーワードを参考に、手がかりとなる単語やカテゴリーか

ら関連サイトを検索しましょう。 

● 代表的なサーチエンジン 

 「Yahoo!」：情報を人の手で分野分けして提供 

 「Google」：ページ分析による重要度判定を検索結果に反映 

● 関連サイトの紹介 

  EICネット：環境情報案内 http://www.eic.or.jp/ 

  環境省 http://www.env.go.jp/ 

 国立環境研究所 http://www.nies.go.jp/index.html 

  環境再生保全機構 http://www.erca.go.jp/ 

Ecology Online  http://www.eco-online.org/ 

環境市民 http://www.kankyoshimin.org/ 

※図書の最後にある参考資料として関連サイトが 

紹介されている場合があるので要チェック 

 

 

他大学図書館や国立国会図書館の資料は複写・借り出しが

できます。図書館２階レファレンスカウンターで申し込む

か、マイライブラリの《文献の複写》《資料の借用》を利

用して申し込んでください。ただし、料金は自己負担です。

 

専門的な情報源 
 

Web サイト 

新聞記事を探す 

file:///C:/Users/tsk001/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/XQI53HP9/EICネット：環境情報案内・交流サイト
http://www.eic.or.jp/
http://www.nies.go.jp/index.html
http://www.erca.go.jp/
http://www.eco-online.org/
http://www.kankyoshimin.org/

