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「国際政治」についての情報の探し方が分かります。地域紛争やテロの脅威、貧困など、いま国際社会が抱え

る問題は多岐に渡っています。レポート作成、情報検索のガイドとして活用してください。 

 

“■”このマークが付いているデータベースは図書館ＨＰ「データベース検索」からアクセスできます。 

 

キーワード・関連語 
国際法 国連 安全保障 EU 冷戦 民族紛争 
ASEAN 開発援助 PKO ODA 軍縮 平和 外交 
 

入門的な情報源 

■JapanKnowledge Lib 

『日本大百科全書』、『現代用語の基礎知識』、『プロ 

グレッシブ英和中辞典』などが利用できます。 

●『世界大百科事典』（平凡社）  

請求記号：031/H 51   配架場所：2 階参考図書 

＜図書館で所蔵している国際政治に関する辞典（一例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 
配架 

場所 

国際政治経済辞典[改訂版] 川田

侃・大畠英樹編 東京書籍 2003 

319.03/ 

KA98 

2 階参考 

図書 

国際政治事典 猪口孝ほか編 

弘文堂 2005 

319.03/ 

Ko 51 

2 階参考 

図書 

国際関係・安全保障用語辞典  

小笠原高雪ほか編 ミネルヴァ書房 

2013 

319.03/ 

Ko 51 

2 階参考 

図書 

 
国際政治について書かれた本を探す 

●広島修道大学図書館の所蔵を OPAC で探す 

オンライン目録（ＯＰＡＣ）で本学図書館所蔵の本を調

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。 

＊国際政治の請求記号には主に 319 が付いています。 

＜図書館で所蔵している図書（一例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配架場所 

国際政治：権力と平和（上・中・下） 
モーゲンソー岩波書店 2013 

080/ 

I-W 

3 階新書 

・文庫 

20 世紀の国際政治 : 二度の世界

大戦と冷戦を経て [第 3 版]  
松岡完著 同文舘出版 2014 

319/ 

Ma 86 

3 階一般

図書 

映画で学ぶ国際関係 2 
三上貴教編 法律文化社 2013 

319/  

Mi 21 

3 階一般

図書 

国際政治学 中西寛ほか著 
有斐閣 2013 

319/ 

N 38 

3 階一般

図書 

●国内で刊行されている本を探す 
■CiNii(ｻｲﾆｨ) Books－大学図書館の本を探す 

全国の大学図書館が所蔵する本（図書や雑誌等）

の情報を検索できます。 

■Webcat Plus 

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です。国内で刊行さ

れている図書や雑誌が検索できます。 

■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。 

   

雑誌・雑誌記事を探す 

●広島修道大学図書館の所蔵を OPAC で探す 

オンライン目録（ＯＰＡＣ）で本学図書館所蔵の雑誌を 
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 

Newsweek: the international 

newsmagazine 

Z050/ 

NEW-001  

新着：2 階新着雑誌 

BN：1 階書庫 

国際政治 
Z310/ 

KOK-014 

新着：2 階新着雑誌 

BN：2 階電動書架 

国連ジャーナル : 国際情報

誌 

Z310/ 

KOK-024 
1 階書庫 

 
●国内で刊行されている雑誌を探す 

■Webcat Plus 

一致検索では、図書と雑誌が検索できます。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です。国内で刊行さ

れている図書や雑誌が検索できます。 

国際政治関係資料の調べ方 



   

●国内に所蔵のない雑誌を探す 

■WorldCat 

 海外の図書館が所蔵する資料を検索できます。 

●雑誌記事の探し方 

■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

が可能です。 

■magazineplus  

国内最大規模の雑誌・論文記事のデータベースで

す。一般週刊誌から学術雑誌まで幅広く採録され

ています 

 

＜こんな雑誌記事が検索できます＞ 

記事情報 

日 本 の 平 和 運 動 ― 思 想 ・ 構 造 ・ 機 能  『 国 際 政 治 』 

2014(175), 84-99, 2014  

国際紛争解決の観点から見た陥りやすい落とし穴 (特集 

訴訟を見据えた紛争対応のポイント) 

 『Business law journal』 8(12), 30-34, 2015 

論文の掲載雑誌が本学図書館にあるか、OPAC で調

べてみましょう。あれば、配架場所へ直行!! なければ、

他大学から複写を取り寄せることができます。 

 

新聞・新聞記事を探す 

●原紙／縮刷版 

最新 1 年分の原紙は新聞コーナーにあります。 

縮刷版は現物の新聞をそのまま縮小して冊子体にし

たもので、巻頭の索引を使うと関連するテーマの新

聞記事が検索できます。 

＜図書館で利用できる新聞（一例）＞ 

新 聞 名 

朝日新聞 日本経済新聞 

読売新聞 中国新聞 

日経ＭＪ（日経流通新聞） 毎日新聞 

＊購読紙一覧は図書館ＨＰのＱ＆Ａを参照。 

 

●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。 

 

■聞蔵 II ビジュアル（学内専用／2 アクセス） 

   朝日新聞の記事検索ができます。また、『AERA』

『週刊朝日』の記事検索も可能です。 

■ヨミダス歴史館（学内専用／1 アクセス） 

   読売新聞の創刊（1874 年）から現代までの記事が

収録されています。 

   ■日経テレコン（学内専用／アクセス制限なし） 

   日経４紙（日本経済新聞、日経産業新聞、日経ＭＪ、日

経金融新聞）の記事が収録されています。その他企

業情報や人事情報を検索することができます。 

 

専門的な情報源 
更に、深くテーマを掘り下げるには専門辞典、白書、年鑑

などの情報源が役立ちます。 

 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配架場所 

軍縮条約・資料集 第 2 版 

有信堂弘文社 1997 

319.8/ 

F 67 

2 階参考 

図書 

世界年鑑 

共同通信社 
059/ 
Se22 

2 階参考 

図書 

外交青書: 我が外交の近況 

外務省編  

319.1/ 

W 14 

2 階白書・ 

ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ等 

世界経済の潮流 

内閣府編 国立印刷局 

333.6/ 

Se22 

2 階白書・ 

ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ等 

 

ＷＥＢサイト 

キーワードを参考に、関連の WEB サイトを検索して

みましょう。 

 ●政府情報 

■電子政府の総合窓口 e-GOV 

各省庁の情報を検索。 

●ODA（政府開発援助）ホームページ 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index.html 

外務省作成。ODA に関する情報が見られる。 

●その他 

 ■日本国際問題研究所  

国際問題の研究調査を行う研究機関。 

 ■IDE-JETRO アジア経済研究所 

日本における開発途上国研究の拠点で、実態と 

課題を研究し世界に提供している。 

■IISS 武力紛争データベース  

進行中の武力紛争に関する最新のデータおよ

び独自の分析を提供するデータベースです。



   

 


