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入門的な情報 

キーワード･関連語 

広島修道大学図書館 作成日 2015.11.01 

 

 

 
「紛争」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。 

“■”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

 

紛争、内戦、冷戦、国際紛争、民族問題、平和維持活動、 

平和構築、国際平和、平和的処理条約、ＰＫＯ、ＮＧＯ、

国連、シリア、グルジア、イラク、ソマリア、ルワンダ、

コンゴ、スーダン、新疆ウィグル自治区、ユーゴスラビア 

 

 

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 

世界大百科事典 031/H51 2 階参考図書 

早わかり世界の国ぐに 290/Ts41 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 

世界紛争地図 日本経済新聞

社編 日経文庫；1287, 2013  

080/ 

N73 
3階新書･文庫 

国際紛争：理論と歴史 ジョ

セフ・S・ナイ・ジュニア他 有

斐閣, 2013  

319/ 

N99 
3 階一般図書 

地域紛争の構図 月村太郎編

著 晃洋書房, 2013 

319/ 

Ts63 
3 階一般図書 

国際取引紛争:紛争解決の基

本ルール 中村達也著 成文

堂,2014 

329.87/

N37 
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。 

316.8 民族問題 329 国際法 

319 外交・国際問題 329.36 NGO 

319.8 戦争と平和 329.5 国際紛争の処理 

319.9 
国際連合・国際

連盟・国際会議 
333.8 

経済協力 

経済援助 

✽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 

江戸期前から現代までに出版された日本の書物を

「一致検索」や「連想検索」で探すことができ、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 

国際政治 
Z310/ 

KOK-014 
2 階新着雑誌 
(BN:2 階電動書架) 

平和研究 
Z310/ 

HEI-001 
2 階新着雑誌 
(BN:2 階電動書架) 

国際問題 
Z310/ 

KOK-005 
2 階電動書架 

外交 
Z310/ 

GAI-007 
2 階新着雑誌 
(BN:1 階書庫) 

✽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・雑誌記事を探す 

紛争について調べる 

図書を探す 
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視聴覚資料 

●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 

「中東不安定化の構図：多層化する紛争の行方(動揺す

る中東地域)」出川展恒 外交 31,115-123,2015-05  

請求記号：Z310/GAI-007   

「紛争多発地域における草の根の平和実践と介入者の

役割：東アフリカ牧畜社会を事例に（地域・草の根から

生まれる平和）」 佐川徹 平和研究 (44)，1-19，2015 

請求記号 Z310/HEI-001 

 

 

● 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･マイクロ 外国の新聞 

朝日新聞縮刷版 The New York Times 

毎日新聞縮刷版 ABC 

日本経済新聞縮刷版 Die Zeit 

中国新聞縮刷版･マイクロ資料 Le Monde 

 

●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 

世界統計白書（2014 年版） 350.9/Se22 2 階参考図書 

データブック オブ ザ ワー

ルド 2015 年版-世界各国要

覧と最新統計- 

350.9/ 

D65 
2 階参考図書 

国際紛争・内戦史事典 319/N71 2 階参考図書 

 

■IISS 武力紛争データベース 

データベース検索→雑誌記事論文を探す→《政治関係》 

進行中の武力紛争に関する最新のデータ及び独自の分

析を提供しています 

 

外務省 ODA(政府開発援助) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/bunya/conflict/ 

国連 

http://www.un.org/en/index.html 

国際連合広報センター 

http://www.unic.or.jp/activities/peace_security/p

eace_keeping/ 

国連開発計画（UNDP） 

http://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home.html 

JICA 研究所 

http://jica-ri.jica.go.jp/ja/index.html 

 

 

ビデオや DVD などの視聴覚資料も参考になります。 

＜図書館で所蔵している視聴覚資料（一例）＞ 

資料情報 請求記号 配架場所 

レバノン紛争 

角川書店 2006 

391.2 

/H81 

2 階視聴覚 

コーナー 

日本の国際平和協力：東ティモー

ル国際平和協力業務の記録  

日本広報センター制作[内閣府国

際平和協力本部事務局] 2005  

329.5 

/N71 

2 階視聴覚 

コーナー 

 

 

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 

最新のデータ 

専門的な情報源 

新聞記事を探す 

Web サイト 

図書館にない資料を手に入れる 


