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入門的な情報 

広島修道大学図書館 作成日 2015.12.01 

 

 

 

「まちづくり」についての情報の探し方がわかります。レポート作成のために、情報検索のガイドとして活用してくださ

い。「まちづくり」という言葉は、時代とともに広がりを見せ、活動領域は日々進化を続けています。 

 

 “■”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。 

 

まちづくり、まちづくり三法、都市計画、地域振興、地域

連携、地方再生、景観、観光産業、都市交通、過疎問題、

コミュニティ、少子・高齢化、地域福祉、ソーシャルワー

ク、エコシティ、環境保全、復興、地域防災計画 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』などが利用で

きます。 

＜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 

まちづくりの百科事典 
518.8/ 

Ma19 
2 階参考図書 

都市計画用語事典 
318.7/ 

To72 
2 階参考図書 

観光学辞典 
689.03/ 

H35 2 階参考図書 

観光研究レファレンスデータ

ベース 

689.03/

E33 

2 階目録・索

引 

 

 

●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 

まちづくり学への招待 : ど

のようにして未来をつくって

いくか 2015.5 

518.8/ 

O11 
3 階一般図書 

商業まちづくり政策 : 日本

における展開と政策評価 

2014.5 

671/  

W46 
3 階一般図書 

地域を変える高校生たち : 市

民とのフォーラムからボラン

ティア、まちづくりへ  2014.5 

376.4/ 

Mi83 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。 

318 地方自治・地方行政 318.6 地方開発行政 

318.7 都市問題・都市政策 369 社会福祉 

519.1 公害・環境行政・法令 689 観光事業 

 

✽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。 
 
■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。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 

新都市 
Z310/ 

SHI-001 
2 階新着雑誌 
(BN:2 階電動書架) 

観光とまちづくり 
Z680/ 

KAN-001 
2 階新着雑誌 
(BN:1 階書庫) 

キーワード・関連語 

雑誌・雑誌記事を探す 

まちづくりについて調べる 

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。 
 

■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です。 

 

■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。 

   

＜CiNii Articles でこんな雑誌記事が検索できます＞ 

記事情報 

石丸 紀興／広島からみた「まちづくりと平和」 (特集:

都市計画から平和を考える) 

都市計画 54(4)，5-8，2005-8 

○請求記号：Z310/TOS-006  配架情報：1階書庫 
柳 与志夫／文化資源の活用で継続的なまちづくり : 

東京オリンピックを契機として (特集 文化と地域 : 

文化の力でまちを変える) 

社会教育 70(9)，26-31，2015-9 

○請求記号：Z370/SHA-001  配架情報：2階新着雑誌 

 

 

● 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縮刷版/専門紙等＞ 

縮刷版 専門紙等 

朝日新聞縮刷版 週刊観光経済新聞 

毎日新聞縮刷版 日経 MJ（日経流通新聞） 

日本経済新聞縮刷版 日経産業新聞 

 

●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＞ 

 

 

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 

日本まちづくり事典 
318.7/ 

I57 
2 階参考図書 

国土交通白書 
682.1/ 

U77 
2 階白書・ 

ブックレット等 

社会福祉学事典 
369.03/ 

N71 
2 階参考図書 

環境自治体白書 
519.1/ 

Ka56 
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!」：http://www.yahoo.co.jp/ 

「Google」：https://www.google.co.jp/ 

関連サイトの紹介 
中心市街地活性化のまちづくり【 国 土 交 通 省 】

http://www.mlit.go.jp/crd/index/ 

  まちづくり情報サイト－まちげんき－【経済産業省】 

 https://www.machigenki.jp/  

ま ち づ く り ・ 地 域 振 興 【 広 島 県 ホ ー ム ペ ー ジ 】 

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/life/13/ 

まちづくり情報ナビゲーター【日本商工会議所】 

http://www.jcci.or.jp/region/town/ 

 

 

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、料金は利用者

負担です。
 

データベース 新聞 収録期間 

日経テレコン 
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 1872.3-現在 

ヨミダス歴史館 読売新聞  1874.11-現在 

Web サイト 

専門的な情報源 

新聞記事を探す 


