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「地域行政」についての情報の探し方が分かります。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 
行政・地方自治・自治体・地域社会・まちづくり・労働・

地域産業・地域デザイン・政策・オープンデータ・NPO 

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』 

などが利用できます。 

＜図書館で所蔵している参考図書（例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 所在 

地方自治の現代用語[新版第 1 次改

訂版] 阿部斉ほか編著 学陽書房  

318.03/ 

A 12 

2階参考 

図書 

日本国勢図会 矢野恒太記念会編 

日本評論社  

351.05/ 

N 71 

2階参考 

図書 

地方創生まちづくり大事典 
318.6/  

Ta 63 

3階一般

図書 

 

図書・雑誌を探す 

●広島修道大学図書館の所蔵を OPACで探す 

OPAC で本学図書館所蔵の図書や雑誌を調べることがで

きます。所蔵の有無、請求記号、所在がわかります。 

＜図書館で所蔵している図書（例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 所在 

人口減少時代の都市:成熟型のま

ちづくりへ（中公新書：2473）  

諸富徹著 中央公論社  

080/C 
3階新書 

・文庫 

若者のための政治マニュアル 

（講談社現代新書:1969） 

山口二郎著 講談社  

080/K 
3階新書 

・文庫 

いまから始める地方自治 上田道

明編[初版] 法律文化社  

318/  

U 32 

3階 

一般図書 

「地域力」で立ち向かう人口減少

社会：小さな自治体の地方再生策 

熊谷文枝著 ミネルヴァ書房 

318.6/ 

Ku 33 

3階 

一般図書 

ソーシャルデザイン実践ガイド：

地域の課題を解決する 7 つのステ

ップ 筧裕介著 英治出版  

360/ 

Ka 24 

3階 

一般図書 

地域社会の創生と生活経済:これ

からのひと・まち・しごと 生活経

済学会編 ミネルヴァ書房  

591/ 

Se 17 

3階 

一般図書 

 

 

 

＜図書館で所蔵している雑誌(例)＞※ＢＮはバックナンバー 

資料情報 請求記号 配架情報 

地域開発  
Z310/ 

CHI-004 

新着：2階新着雑誌 

ＢＮ：1階書庫 

ガバナンス:21 世紀の地方自

治を創る総合情報誌  

Z310/ 

GAB-001 

新着：2階新着雑誌 

ＢＮ：1階書庫 

季刊行政管理研究 
Z310/ 

GYO-001 

新着：2階新着雑誌 

ＢＮ:2階電動書架 

自治実務セミナー 
Z310/ 

JIC-002 

新着：2階新着雑誌 

ＢＮ:2階電動書架 

都市計画  
Z310/ 

TOS-006 

新着：2階新着雑誌 

ＢＮ：1階書庫 

日経グローカル 
Z330/ 

NIK-005 
新着：2階新着雑誌 

●国内で刊行されている図書・雑誌を探す 

■CiNii(ｻｲﾆｨ) Books－大学図書館の本をさがす 

全国の大学図書館が所蔵する本（図書や雑誌等）の

情報を検索できます。 

■NDL-ONLINE 

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。 

■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。 

雑誌記事を探す 

●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 

エネルギーを上手く活用したまちづくり (特集 スマートシテ

ィの到達点とこれから)那須原和良, 

都市計画 67(6), 68-71, 2018-11-15 日本都市計画学会 

市民・行政の協働による地域の将来像の共有化(特集 位置情報

から未来社会を構想する)関本義秀, 地域開発 620, 41-44, 

2017-06 日本地域開発センター 

掲載雑誌が本学図書館にあるか OPACで調べてみましょう。 

地域行政関係資料の調べ方 
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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（例）＞ 

新 聞 名 

朝日新聞 中国新聞 

読売新聞 毎日新聞 

山陽新聞 日本経済新聞 

＊購読紙一覧は図書館 HPの Q&Aを参照。 

記事情報（例） 

避難情報、行動につなげて 西日本豪雨、被災自治体が

苦心 朝日新聞 2018/9/4 朝刊 31ページ 東京本社 

●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／検索数 年間制限あり） 

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）等の新聞記事や企業情報・人事情報

を検索することができます。 

 

<<日経以外の新聞記事も検索できます！>> 

全国の地方紙などの記事も入手可能です。 

図書館員が代行検索をしますので、レファレンス 

カウンターまでお気軽にご相談ください。 

検索可能な地方紙（例） 

中国新聞 西日本新聞 

東京新聞 北国新聞 

北海道新聞 沖縄タイムス 

 

専門的な情報源 
更に深くテーマを掘り下げるには図書、専門辞典、白書、

年鑑などの情報源が役立ちます。 

 

＜図書館で所蔵している図書（例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 所在 

行政学 真渕勝著 有斐閣  317.1/ 

Ma 12 

3階 

一般図書 

事例で考える行政法[改訂新版] 

横山信二ほか著 嵯峨野書院  

323.9/ 

Y 79 

3階 

一般図書 

都道府県格差 造事務所著 

 日本経済新聞出版社  

361.91/ 

Z 5 

3階 

一般図書 

地方自治小六法 学陽書房編集

部編 学陽書房  

318.1/ 

G 16 

2階 

参考図書 

データでみる県勢 矢野恒太記

念会編 国勢社  

351/ 

Y 58 

2階 

参考図書 

地方財政白書 自治省編  349.2/ 

C 43 

2階白書・ 

ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ等 

国土交通白書 国土交通省編 

ぎょうせい  

682.1/ 

U 77 

2階白書・ 

ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ等 

 

■地方自治関係資料 1974-2015 オンライン版 

公益財団法人地方自治総合研究所が発行してきた多数

の資料・出版物を収録したデータベースです。 

■総務省 地方財政白書 

地方財政、地方自治に関する白書がオンラインで閲覧

できます。 

図書館にない資料を入手するには 

探している資料が本学図書館にない場合は、以下のサ

ービスを利用できます。 

●閲覧 

他大学図書館・その他の機関が所有する資料を閲覧す

ることができます。訪問する際には、原則として紹介

状（資料利用願）が必要です。まずは図書館 2階カウ

ンターで相談してください。 

●文献複写・相互貸借 

国立国会図書館・他大学図書館等から複写・図書の

取り寄せができます。図書館 2 階カウンターで申し

込むか、My Libraryの《文献の複写》または《資料

の借用》から申し込んでください。ただし、料金は

自己負担です。 

●購入希望 

 本学の学生であれば購入希望を出すことが できま

す。2階カウンターで申し込むか、My  Libraryの 

《図書の購入》から必要事項を記入して申し込んでく

ださい。

 


