法政大学図書館 2021 年 4 月改訂

調べ方の近道ガイド

中国について調べてみよう
◆請求記号：図書館資料の背に貼られたラベルの番号。 図書館の資料は請求記号順に並べられています。いわば本の住所のようなものです。
◆DB：データベースは学内のネットワーク環境で利用することができます。ほとんどのデータベースは、VPN 接続により学外からも利用可
能です。詳細は法政大学図書館 HP（ http://www.hosei.ac.jp/library/ ）
「オンライン・データベース」より確認してください。

キーワード

■OPAC で調べる
OPAC を使って法政大学の蔵書を調べられます。所蔵館や
配架場所、請求記号を確認しましょう。他館からの取り寄
せも可能です。
法政大学図書館 HP ≫ OPAC（法政大学蔵書検索）
http://opac.lib.hosei.ac.jp/

▷ OPAC や各種データベースを検索する際には適切なキー
ワードが必要です。辞書・辞典などから関連キーワードを
探しましょう。
社会主義市場経済、改革開放、一人っ子政策、中国共産
党、文化大革命、毛沢東、新疆ウイグル自治区・香港・
チベット問題、二つの中国（中台）
、尖閣問題

■入門書を読んでみよう
入門書に掲載されている参考文献・引用文献から関連図書
を探すこともできます。
（一例）

イメージをつかもう

資料情報

▷ 「中国とは？」
辞書や辞典を引いて概略をつかみましょう。検索キーワー
ドを増やすのにも役立ちます。
（一例）
資料情報

配架場所

請求記号

配架場所

請求記号

現代中国政治概論 : そのダイナミ
ズムと内包する課題 / 熊達雲[ほ
か], 明石書店, 2015

市・1F

312.2/YU

中国問題 : キーワードで読み解く
/ 毛里和子, 園田茂人編, 東京大
学出版会, 2012

市・1F

302.2/MO

よくわかる現代中国政治 / 川島真
他．ミネルヴァ書房，2020

市・1F

312.2/KA

岩波現代中国事典 /
天児慧．岩波書店，
1999

市・B1F 参考
多・1F 参考(和)
多・B 2F

302.22/24：R
302.22/48：R
302.2/AM

中国年鑑 / 中国研究
所編．新評論，1995-

市・B2F 参考
多・1F 参考(和)

059/6/2020：R
059/6/2020：R

現代中国を知るための 52 章 /
藤野彰．明石書店，2018

市・1F
多・2F

302.2/FU
302.2/FU

中国情報ハンドブック
/三菱総合研究所編．蒼
蒼社．1992-

市・B1F 参考
多・1F 参考(和)

302.22/17/2019：R
302.2/34/2019：R

近代中国研究入門 / 岡本隆司ほ
か．東京大学出版会，2012

市・1F

222/OK

中華人民共和国誕生の社会史 / 笹
川裕史．講談社，2011

市・1F
多・B 1F

222/SA
222.07/111

中国語未知との遭遇 / 相原茂．現
代書館，2014

市・1F

820/AI

変わる中国：
「草の根」の現場を訪
ねて / 麻生晴一郎．
潮出版社，
2014

多・2F

302.2/AS

中国文化 55 のキーワード / 武田
雅哉他．ミネルヴァ書房，2016

市・1F

222/TA

DB Japan Knowledge
「日本国語大辞典」
「日本大百科全書（ニッポニカ）
」
「国史
大辞典」などをオンラインで調べることもできます。

図書を探そう
■直接本棚に行って探す
図書は NDC（日本十進分類法）の順に並んでいます。
直接図書館の本棚を探す場合には、分類番号をメモして行
きましょう。
分類番号
分野
222

中国史

292.2

地誌・紀行（中国）

302.22

政治・経済・社会・
文化事情（中国）

332.22

中国経済史・事情

■国内で出版されている図書を探す
DB BOOKPLUS
昭和元年から現在までに出版された約 400 万件の本の情報
を検索できます。
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DB CiNii Books
全国の 1,200 以上の大学図書館等が所蔵する図書の情報を
検索できます。

■データベース
キーワードや日付から検索して本文を読むことができます。
データベース
新聞
収録期間
き くぞう

論文や雑誌記事を探そう
▷ 研究に必要な文献は図書として出版されるほかに雑誌に
論文として発表されているものがあります。
雑誌記事・論文を探すには①論文タイトル・掲載雑誌名・
巻号を検索し②OPAC で該当雑誌の所蔵を確認します。

ヨミダス歴史館

読売新聞

1874－

日経テレコン 21

日本経済新聞

1876－1958,1975－

毎日新聞

1872－

関連サイトの紹介
・
「外務省」の各国情報
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/
・
「中華人民共和国中央人民政府門戸網站」(中国政府網)
http://www.gov.cn/
・
「JETRO」日本貿易振興機構の国・地域別情報
https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/

専門的な情報を探してみよう
▷ さらにテーマを掘り下げるために専門書や関連分野の資
料を探してみましょう。
（一例）
資料情報

■専門雑誌を探す
気に入った論文・記事が掲載されている専門雑誌が見つか
ったら、通覧してみるのも一つの方法です。
（一例）
『人民中国』人民中国 市 1F
雑誌社
多 1F・4F

1879－

まいさく

DB MAGAZINEPLUS
一般雑誌から学術雑誌まで、各種雑誌記事の情報を検索で
きます。
（一例）
論文・記事情報
「模索する中国」にどう向き合うか：一元的政治と多元化
する社会の矛盾に悩む共産党 加茂具樹『改革者』60(6)
通号 707, 22-25，2019
中国から台湾への多様なパワーの行使と東アジア国際政
治：
「ポストコロナ」の中台関係 福田円『中国研究月報』
75(1)，通号 875, 12-17，2021

配架場所

朝日新聞

毎索

■記事索引データベース
DB CiNii Articles
学術論文や雑誌記事の情報を検索できます。一部の論文は
本文を PDF で見られます。

資料情報

聞蔵II ビジュアル

配架場所

請求記号

中国文化事典 / 中国文化事典編
集委員会．丸善出版, 2017

多・1F 参考

302.22/131:R

日中関係史 / エズラ・F・ヴォゲル．日本経済新聞出版社，2019

市・B2F

210.1/189

「中国の時代」の越え方 / 矢吹
晋．白水社，2020

市・B2F

302.22/202

「一帯一路」構想の進展 / 梁凌
詩ナンシー．東洋大学アジア文化
研究所，2019

市・B2F

332.22/164

習近平時代の中国経済 / 大西康
雄．日本貿易振興機構アジア経済
研究所，2015

多・B1F

332.22/463

請求記号
A7x/JI//3MONTH
ONLY
A7a/253

『中国研究月報』中国
多 1F・4F
研究所

A7a/420

『問題と研究』国際関
市 B1F・B3F
係研究所

A7f/456

新聞記事を探そう

DB CNKI（中国学術文献オンラインサービス）
中国近現代史、中国共産党関連、軍事問題に関する雑誌記
事などを検索できます。
（検索は中文・英文。閲覧は中文）

▷ 社会的な出来事や事件・事故など、時間の流れを追って
調査できます。過去の社会の様子を知るのにも有効です。

困ったときは・・・

■原紙／縮刷版
館内の新聞コーナーにあります。縮刷版は現物の新聞をそ
のまま縮小して印刷したものです。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。

探している図書・雑誌などの資料が本学図書館にない場合
は、レファレンスカウンターに相談してください。
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