中部大学附属三浦記念図書館 2009/12/12 (N)

景観まちづくりと都市計画について調べてみよう
2005年6月に完全施行された「景観緑三法(けいかんみどりさんぽう)」により、良好な景観の
形成・維持について関心が集まりました。私たちの生活にも関わる景観や都市計画について
調べてみましょう。

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。
景観（形成） / まちづくり / 都市計画 / 景観緑三法 / 都市緑地法（緑の基本計画） /
ランドスケープ / 地域振興 / 景観計画 / ポケットパーク / 緑化計画 / 都市交通 /都市防災

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）

◆
請求記号

資料情報

配置場所

国土交通白書 / 国土交通省編集協力. ぎょうせい,
年刊

601.103/Ko 45

1階参考
白書コーナー

環境循環型社会白書 / 環境省編. ぎょうせい,
年刊

519.505/Ka 56

1階参考
白書コーナー

環境都市計画事典 / 丸田頼一編. 朝倉書店,
2005.6

518.803/Ma 58

1階参考

道と緑のキーワード事典/ 道路緑化保全協会編.
技報堂出版, 2002.5

518.84/D 87

1階参考

実用都市づくり用語辞典 / 矢島隆 [ほか] 編著.
山海堂. 2007.7

518.8/Y 16

1階参考

図書を探そう
■

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
318.7
519

項目
都市問題・都市政策
衛生工学・都市工学

分類記号
318.8

Original: Nanzan Univ.
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項目
都市計画・首都圏計画

Modify: Chubu Univ.
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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

配置場所

請求記号

都市計画 / 樗木武著. 第2版. 森北出版, 2002.3

519.8/C 48

2階和図書

都市にとって自然とはなにか / 余暇開発センター
編. 農山漁村文化協会, 1998.2

519.8/Y 74

2階和図書

都市計画教科書 / 都市計画教育研究会編.
第3版. 彰国社, 2001.4

519.8/To 72

2階和図書

文化・建築・環境デザイン / エイモス・ラポポート
著. 彰国社, 2008.9

520.4/R 17

2階和図書

建築・まちづくりの夢をカタチにする力 : 建築企画
事例から考える環境のデザイン / 日本建築学会
編. 彰国社, 2008.9

520.4/N 77

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

■

所蔵年

都市計画 /日本都市計画学会編. 日本都市計画学会，
年6回刊

1960-2008 (継続中)

都市計画. 別冊, 都市計画論文集 / 日本都市計画学会編.
日本都市計画学会， 年1回刊

1991-2008 (継続中)

ランドスケープ研究 : 日本造園学会誌 / 日本造園学会,
年5回刊

1994-2001

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)
内容

データベース
CiNii
MAGAZINEPLUS

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
Original: Nanzan Univ.
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Modify: Chubu Univ.
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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
唐澤太郎, 岡村幸二, 山口進祐, 伊藤清忠, 横山浩史, 溝口敏明, 森田徹 「揖斐川住吉浦周辺
の景観デザイン」 『デザイン学研究作品集』 13 p. 18-23 (2008) (CiNii)
小田憲治, 松本直司 「景観法に基づく景観計画の規制内容に関する研究：2007年7月までにお
ける50の景観計画を事例として（都市計画）」 『東海支部研究報告集』 46 p. 673-676 (2008)
(CiNii)
山田明 「「観光まちづくり」と名古屋」 『人間文化研究』 8 p. 51-57 (2007) (CiNii)
岸田里佳子 「景観法の活用について（Ⅲ美しい国づくり政策大綱と景観緑三法）」 『建築雑誌』
120（1527) p. 23-27 (2005) (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

新聞
朝日新聞
日本経済新聞ほか

聞蔵II ビジュアル for Libraries
日経テレコン21

収録期間
1984年8月～当日朝刊

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

中日新聞・東京新聞記事データベース

◆ 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
「高架道差し止め、住民訴え棄却 名古屋地裁差し戻し審」 朝日新聞. 夕刊. １社会， 2009年
01月30日， p. 9． （聞蔵Ⅱ ビジュアル for Libraries）
(酒井直樹) 「鈴鹿市、来年１月から景観行政団体 鈴鹿山脈東海道・・・ “資源”生かした町づ
くり建築物の色彩に制限も」 中日新聞. 朝刊鈴鹿亀山版. 2008年11月29日， p. 20 (中日新聞・
東京新聞記事データベース)
「新宿区、全地区に景観指針、建物のデザインや色規制、神楽坂は「伝統的な和」など」 日本
経済新聞. 地方経済面（東京）. 2009年01月28日， p. 15 (日経テレコン21)

AV資料
◆ 本学図書館所蔵のビデオ・DVD （一例） ◆
資料情報
Landscape of Architectures Vol. 1～3. Arte
France (DVD)
21世紀の都市戦略 Part 1～3. 丸善 (VHS)

Original: Nanzan Univ.
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請求記号

配置場所

520/Se 22/1～3

1階視聴覚

VT318.8/C/1～3

1階視聴覚

Modify: Chubu 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。また、「環境統計・調査結果等」から
環境総合データベース」で担当部局などを検索することができます。
＜国土交通省＞
http://www.mlit.go.jp/
国土交通白書をPDFで見ることができます。都市・地域整備局都市計画課景観室の
ページでは景観についての情報が掲載されています。

◆

社団法人 日本都市計画学会
http://wwwsoc.nii.ac.jp/cpij/
都市計画や地方計画に関する科学技術の研究の発展を図るために設立された学会です。
「論文検索」では、本学でも所蔵している「都市計画」の目次検索が行えます。

◆

社団法人 日本建築学会
http://www.aij.or.jp/aijhomej.htm
建築に関する学術・技術・芸術の進歩発達のために設立された学会です。まちづくり支援
などを行っています。

◆

あいちの都市計画
http://www.pref.aichi.jp/toshi/
愛知県都市計画課のHPです。愛知県の都市計画の詳細が掲載されています。

◆

名古屋市の都市景観
http://www.city.nagoya.jp/jigyou/kenchiku/toshikeikan/
名古屋市の都市景観のHPで、名古屋市の都市計画の詳細が掲載されています。
「名古屋市都市計画情報提供サービス」では、都市計画情報を市民へ提供します。

◆

財団法人 名古屋都市センター
http://www.nui.or.jp/
名古屋に関するまちづくりや都市計画を支援するセンターです。「調査研究」ではまちづくり
の課題などについての調査・研究報告書が閲覧できます。
また、まちづくりに関する資料を収集するなど、専門図書館として「まちづくりライブラリー」を
設置しています。

◆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

Original: Nanzan Univ.
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Modify: Chubu Univ.

