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環境問題は色々ありますが、ここではその中から「絶滅危惧種」について取り上げました。絶滅危惧種について調べる方法を参
考にしてください。 
 

“■”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

絶滅、絶滅危惧、レッドデータ、レッドリスト、生物多様性、 

ラムサール条約、ワシントン条約、希少野生同植物種 

ズーストック 種の保存など 

 

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』『デジタル大

辞泉』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 

生物の多様性百科事典 468/Tu3 2階参考図書 

環境総覧 519.1/Ts94 2階参考図書 

地球環境辞典 第 3版 519.03/Ta86 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）＞ 

紹介している図書はキーワードに「絶滅」「動物」と入力し

検索したものを元に書架から探したものです。 

資料情報 請求記号 配架場所 

改訂・日本の絶滅のおそれ

のある野生生物 
462.1/Ka56 3階一般図書 

絶滅危機生物の世界地図 462/Ma21 3階一般図書 

外来生物事典 468.03/I32 3階一般図書 

世界の絶滅危惧生物図鑑：

IUCN レッドリスト 
462.03/I57 2階参考図書 

✽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。 

 

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。 

■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 

National geographic 

日本版 

Z450/ 

NAT-001 

新着：2階新着コーナー 

バックナンバー：1階書庫 

環境と公害：自然と

人間の共生を求めて 

Z510/ 

KOG-001 

新着：2階新着コーナー 

バックナンバー：2階電動書架 

水環境学会誌 
Z510/ 

MIZ-001 

新着：2階新着コーナー 

バックナンバー：2階電動書架 

 

絶滅危惧種について調べる 
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入門的な情報 
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図書館にない資料を手に入れる 

Web サイト 

専門的な情報源 

雑誌・雑誌記事を探す 

図書を探す 

入門的な情報 

✽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「雑誌のみ」に限定して検索します。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。 

■日経 BP記事検索サービス  

日経 BP社が発行する雑誌のバックナンバー記事を、テキ

スト形式または PDF 形式でダウンロードできるサービスで

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。 

■国立国会図書館雑誌記事索引（NDL-OPAC） 

国内で刊行された学術雑誌、紀要を中心に人文科学･社会科

学・自然科学の記事情報が検索可能です。 

＜CiNiiでこんな雑誌記事が検索できます＞ 

キーワード 「生物多様性」 

記事情報 

くらしの泉 環境 生物多様性を守るための取り組みは今どう

なっているのだろうか 

天笠啓祐 『金曜日』 22(43) 47 2014-10-31  

請求記号：Z050/SHU-002 

配架場所：2階新着雑誌／ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ 1階書庫 
日本版｢生物多様性民間参画｣のあり方 

矢野雅人 『李刊政策･経営研究』2014(1)  40-48 2014 

請求記号 : Z300/SEI-003 

配架場所 :１階書庫 

※論文が掲載されている刊行物や該当の巻号の所蔵が無

い場合は他大学に複写の申込みができます。レファレンス

カウンターにご相談ください。 

 

● 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＞ 

朝日新聞縮刷版 毎日新聞縮刷版 日本経済新聞縮刷版 

＜縮刷版以外の専門誌＞ 

『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 : 2階新着雑誌/バックナンバー １階書庫 

 

●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 

聞蔵Ⅱビジュアル 朝日新聞 1879年～ 

日経テレコン 

日本経済新聞 

日経産業新聞 

日経ＭＪ 

日経金融新聞 

1975年～ 

毎索 毎日新聞 1872年 3月～ 

ヨミダス歴史館 読売新聞 1874年 11月～ 

 

 

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 

環境白書 519.5/Ka56 
2 階白書・ブッ

クレット等 

絶滅危惧動物百科 482.03/Z3 2階参考図書 

絶滅危惧の動物事典 482.1/Ka94 2階参考図書 

絶滅危惧の野鳥事典 488.21/Ka94 2階参考図書 

絶滅危惧種図鑑レファレン

ス事典 
462.03/N71 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 

 「Goo」 ： 自動処理プログラムが情報収集 

● 関連サイトの紹介 

日本のレッドデータ検索システムhttp://www.jpnrdb.com/  

環境省http://www.env.go.jp/ 

RDB図鑑(環境省) http://www.sizenken.biodic.go.jp/rdb/ 

絶滅危惧種情報 http://www.biodic.go.jp/rdb/rdb_f.html 

植物レッドデータブック COMPLETE 

http://www.kurosan.sakura.ne.jp/indexRDB.htm 

  ※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。
 

http://www.jpnrdb.com/
http://www.env.go.jp/
http://www.biodic.go.jp/rdb/rdb_f.html

