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                           法政大学図書館2021年2月改訂 
 

 

 

 

◆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 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。 

 

自然災害、災害ボランティア、病院ボランティア、災害

弱者、災害時要支援者、災害情報、防災対策、地域防災

計画、ライフライン、災害ストレス、復旧活動 

 

イメージをつかもう 
 

▷ 「自然災害？」「ボランティア？」 

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 

災害情報学事典 / 日本災

害情報学会編．朝倉書店，

2016 

市・B2F 269.2/227//R 

災害と防災 : わかる!取り

組む!東京（全5巻） 
帝国書院,2017.2 

市・1F 
多・2F 

269.2/SA/1-5 

ボランティア・NPO 用語

事典 / 大阪ボランティア

協会編集．中央法規出版，

2004 

市・1F 
多・2F 

269/OS 

 

DB  Japan Knowledge 

「日本大百科全書」「現代用語の基礎知識」などをオンライ

ンで調べることもできます。 

 

DB  Encyclopedia of Social Work（英語） 

著名な社会福祉百科事典のオンライン版。全米ソーシャル

ワーカー協会との提携のもと、継続的に記事が更新される。 

 

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 

269 社会福祉 

269.1 
福祉政策・行政・法令． 

福祉財政 

269.2 災害．災害救助 

519.9 防災科学．防災工学 

 

■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/ 

 

■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） 
資料情報 配架場所 請求記号 

災害ボランティア入門 : 実践から学

ぶ災害ソーシャルワーク / 山本克彦

編著,ミネルヴァ書房,201l.4 
多・2F 269.2/YA  

災害と復興の社会学 / 立木茂雄著．

萌書房，2016 
多・2F 269.2/TA 

災害ボランティア : 新しい社会への

グループ・ダイナミックス / 渥美公

秀著．弘文堂，2014 

市・1F 
多・2F 

269.2/AT 

日本の安全文化 : 安心できる安全を

目指して / 北野大 [ほか] 著．研成

社，2012 
多・2F 519/KI 

災害ソーシャルワーク入門 : 被災地

の実践知から学ぶ / 日本社会福祉士

養成校協会編集．中央法規出版，2012 
多・2F 269.2/NI 

 

■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 524 万件の本の情報

を検索できます。 

 

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。

自然災害とボランティア 

調べ方の近道ガイド 
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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。 

 

■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。 

 

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 

「東日本大震災における復興とボランティア : 中心-周辺の分断

から考える （特集 地方から露わになる亀裂と構造的暴力）」関 

嘉寛『フォーラム現代社会学』15，92-105，2016 

「震災時における保育ボランティア活動 : 災害ボランティアの

歴史、現状、課題」野津 牧『名古屋短期大学研究紀要』(52), 71-l2, 
2015 

 

■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） 

資料情報 配架場所 請求記号 

『月刊社会教育』国土社 
市B1F・B2F 
多1F・4F 

A7b/221 
A7b/207 

『ボランティア白書』 

日本青年奉仕協会（JYVA） 

市・B2F 
多・4F 

YH1/N-1 

『ボランティア学研究』 
国際ボランティア学会 

電子ジャーナル (CiNii Articles) 

『自然災害科学』日本自然災

害学会 
電子ジャーナル (CiNii Articles) 

 

新聞記事を探そう 
 

▷ 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。 

 

■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。 

 

■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 

聞蔵
きくぞう

IIビジュアル  朝日新聞 1l79－ 

ヨミダス歴史館 読売新聞 1l74－ 

日経テレコン21 日本経済新聞 1l76－1974,1975－ 

毎索
まいさく

 毎日新聞 1l72－ 

 

関連サイトの紹介 
 

・現在の防災ボランティア関係情報 : 防災情報のページ 内閣府 

http://www.bousai.go.jp/shiryou/kyoiku/volunteer/vol/i

ndex.html 

・日本国際ボランティアセンター（JVC） 

http://www.ngo-jvc.net/ 

・法政大学ボランティアセンター 

https://www.hosei.ac.jp/volunteer/ 

 

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 配架場所 請求記号 

日本ボランティア・NPO・市

民活動年表 / 岡本榮一, 石田

易司, 牧口明編著．明石書店，

2014 

多・B1F 269/97l 

「特集」自然災害と社会福祉 / 
宇佐見耕一 [ほか] 編集代表．

旬報社，2012 
多・B1F 269/709/2012 

ボランティア活動とおとなの

学び：自己と社会の循環的発展 
/ 田中雅文著．学文社，2011 

市・B2F 279.4/22 

自然災害と防災の事典 / 寶馨, 
戸田圭一, 橋本学編．丸善出版，

2011 

市・B2F  
小・2 閲B1F 

519.9/10 
519.9/Ta51 

 

 

困ったときは・・・ 
 

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。 

 


