中部大学附属三浦記念図書館 2009/12/12 (N)

環境問題について考えてみよう
近頃、エコ活動が浸透して、「マイ箸」「マイレジ袋」と個人での意識にも変化が現れてきました。
ここで一度、私たちの住む地球の為に、環境問題について改めて考えてみよう。

キーワード
オンライン目録（OPAC）や各種データベースを検索する際に利用するキーワードの例です。
環境 / 環境問題 / 環境保護 / 温暖化 / オゾン層 / 酸性雨 / 黄砂 / 森林 / 土壌 /
リサイクル / 地球環境研究 / 大気環境 / 水環境 / 環境アセスメント / エネルギー資源

用語を調べよう
調べたい内容について、言葉の意味やテーマの意味が不明確な場合は「キーワード」を
手がかりに百科事典、用語事典等を引いてみましょう。
◆ 本学図書館所蔵の事典類（一例）

◆

資料情報

請求記号

環境循環型社会白書 / 環境省編. ぎょうせい,
2007-. 年刊

519.505/Ka 56

1階参考
白書コーナー

国土交通白書 / 国土交通省編集協力. ぎょうせい,
2002-. 年刊

601.103/Ko 45

1階参考
白書コーナー

環境用語辞典 / 上田豊甫, 赤間美文編. 第2版.
共立出版, 2005.4

519.03/U 32

1階参考

地球環境ハンドブック / 不破敬一郎, 森田昌敏編
著. 第2版. 朝倉書店, 2002.10

519.503/F 98

1階参考

環境史年表 [明治・大正編] [昭和・平成編]. 河出
書房新社, 2003.11

519.21/Sh 52

1階参考

図書を探そう
■

配置場所

テーマの棚を探してみよう！
◆ 関連分野の分類記号 日本十進分類法 新訂9版より ◆
分類記号
468
518

項 目
生態学 (生物と環境)
衛生工学・都市工学
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■

OPAC で調べてみよう!
◆ 本学図書館所蔵のテーマに関する図書 （一例） ◆
資料情報
環境工学の新世紀 / 土木学会編.
技報堂出版, 2008.2

請求記号

配置場所

519/D 81

2階和図書

知っておきたい環境問題 / 大塚徳勝著. 共立出版,
2005.7

519/O 88

2階和図書

環境問題の本質 / クロード・アレグレ著 ; 林昌宏
訳. NTT出版, 2008.6

519/A 41

2階和図書

環境問題はなぜウソがまかり通るのか / 武田邦
彦著. 洋泉社, 2007.3-2008.10

519/Ta 59

2階和図書

文系のための環境科学入門 / 藤倉良, 藤倉まな
み著. 有斐閣, 2008.9

519/F 59

2階和図書

◆ 本学に所蔵がない場合は、
愛知学院大学・南山大学の図書館(CAN加盟館) の所蔵を調べる
◆ CAN加盟館にも所蔵がない場合は、
の所蔵を調べる
NACSIS WebCatで他の図書館

雑誌・雑誌記事を探してみよう
■

雑誌の探しかた
◆ 本学図書館所蔵のテーマに関する主な雑誌 ◆
雑誌名
かんきょう. ぎょうせい, 月刊

■

環境技術. 環境技術学会, 月刊

所蔵年
1977-2007
1976-2008 (継続中)

季刊環境研究. 公害調査センター, 季刊
資源環境対策.公害対策技術同友会, 月刊
環境と公害. 岩波書店, 季刊

1974-2009 (継続中)
1992-2009 (継続中)
1992-2009 (継続中)

雑誌記事の探しかた
◆ 本学で利用できるデータベース ◆ (学内専用)
データベース
CiNii
MAGAZINEPLUS

内容
ＮＩＩ（国立情報学研究所）が提供する論文情報ナビゲータ
一般誌から専門誌、大学紀要、海外誌紙まで収録した日本最大規
模の雑誌・論文見出しデータベース
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◆ データベースから雑誌記事が検索できます（一例） ◆
記事情報
大塚直 「環境法の新展開(18)統合的汚染防止規制・統合的環境保護をめぐる問題について」
『法学教室』 通号325 p. 110-119 (2007.10) (CiNii)
泉邦彦 「加速する地球温暖化--気温が2℃以上上昇するとどうなるか」 『人間と環境』
33(1) (通号82) p. 21-29 (2007) (CiNii)
寺西俊一 「地球環境保全と国際環境協力 (特集 環境問題における国際協力)」 『都市問題』
99(3) p. 44-51 （2008.3） (CiNii)

新聞記事を探してみよう
■

新聞記事の探し方 (→パスファインダー「新聞記事の調べかた」も参考にしてください)
◆ 本学で利用できるデータベース ◆ (学内専用)
データベース
聞蔵II ビジュアル for Libraries
日経テレコン21
中日新聞・東京新聞記事データベース

新聞
朝日新聞

収録期間
1984年8月～当日朝刊

日本経済新聞ほか 1975年～最新記事情報
中日新聞・東京新聞 1987年4月1日～当日朝刊

◆ データベースから新聞記事が検索できます（一例） ◆
記事情報
(中村浩彦). 「伝える、地球のために 環境教育シンポジウム、地球はいま」
朝日新聞. 朝刊. 東特集Ｅ. 2008年6月11日, p. 18 (聞蔵Ⅱ ビジュアル for Libraries)
「温暖化ガス削減、２０年に９０年比４％増―２５％減、政府、中期目標へ５案。」
日本経済新聞. 朝刊. 2009年03月25日, p. 5 (日経テレコン２１)
「マイ箸でＮＰＯ設立 環境保護へ意識新た 多治見 記念に講演会 会員２０００人超す」
中日新聞. 朝刊. 東濃Ａ. 2008年05月13日. p. 14 （中日新聞・東京新聞記事データベース）

AV資料
◆ 本学図書館所蔵のビデオ・DVD （一例） ◆
資料情報

請求記号

配置場所

不都合な真実 / デイビス・グッゲンハイム監督・製
作[ほか]. パラマウントホームエンタテインメント
ジャパン, 2007. (英語) （DVD）

450

研究室

科学技術と環境問題 Vol. 1～7 (VHS)

VT519/Ka 16/
1～7

1階視聴覚

長良川はいま・・・長良川河口堰5年目の検証
前編・後編. 東京エージェンシー, 〔2000〕 (VHS)

VT517/A 82/
1～2

1階視聴覚

Original: Nanzan Univ.
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テーマに関連するWebサイト
関連サイトの紹介

■
◆

官公庁リンク集
http://www.kantei.go.jp/jp/link/server_j.html
各官公庁のWebページにアクセスする際に便利です。
＜環境省＞
http://www.env.go.jp/
環境白書・循環白書をPDFでみることができます。

◆

独立行政法人 国立環境研究所
http://www.env.go.jp/
環境問題の研究に取り組む研究所です。「データベース」から研究成果、地球環境、
健康・科学物質、大気、自然・生物などのデータベースへのリンクがあります。

◆

EICネット
http://www.eic.or.jp/
（財）環境情報普及センターが運用する環境教育・環境保全活動を促進するネットワーク
です。環境用語集やリンク集から他のサイトも紹介されています。

◆

GEIC(地球環境パートナーシッププラザ) http://www.geic.or.jp/geic/
地球環境パートナーシッププラザは環境省と国際連合大学が共同で運営する環境情報
センターです。

◆

JEA財団法人日本環境協会
http://www.jeas.or.jp/
環境教育の充実、エコマーク事業の推進、地球温暖化防止活動の推進、土壌汚染対策
に対する支援を主な活動分野として、取り組んでいます。
「財団の活動紹介」から事業ごとに関連機関のリンクがあります。

◆

あいちの環境
http://www.pref.aichi.jp/kankyo/
愛知県が取り組んでいる環境関係のサイトが紹介されています。調査結果などもPDF
で見ることができます。

◆

環境goo
http://eco.goo.ne.jp/
環境についての総合情報サイト。

◆中部大学図書館にない資料を入手するには？
愛知学院大学・南山大学の図書館(CAN加盟館) の所蔵資料を借りる
文献複写/相互貸借
を申込んで文献または資料を取り寄せる
→レファレンスカウンターまでご相談ください
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