中部大学附属三浦記念図書館 2009/12/12 (N)

ODAについて考えてみよう
ODAとは、Official Development Assistance（政府開発援助）の略語です。政府や政府関連機関
が行う発展途上国への資金・技術援助について考えてみましょう。

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。
政府開発援助 / 途上国援助 / 国際協力 / 発展途上国 / 経済協力 / 外務省 /
対外援助 / 国際協力銀行(JBIC) / 国際協力機構(JICA) / 非政府組織

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
国際協力用語集
第3版. 国際開発ジャーナル社, 2004.2

329.39/Ko 51

1階参考

政府開発援助(ODA)白書

333.8/G 15

1階参考
白書コーナー

世界国勢図会 / 矢野恒太記念会編. 国勢社

350.9/Y 58

1階参考

政府開発援助(ODA)国別データブック / 外務省経
済協力局編

333.8/G 15

1階参考

世界経済・社会統計 / 世界銀行. 東洋書林, 年刊

330.59/Se 22

1階参考

World development report / World Bank. Oxford
University Press, 年刊

332.9/W 88

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
333.8

項 目
経済協力・経済援助
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B1階洋図書
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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

ODA (政府開発援助) : 日本に何ができるか / 渡
辺利夫, 三浦有史著. 中央公論新社, 2003.12 (中
公新書 1727)

333.8/W 46

2階和図書

経済協力評価報告書. 平成元年3月 - 2008年 /
外務省経済協力局経済協力評価委員会

333.8/G 15

2階和図書

国際協力の最前線 : グローバル・ホットイシュー /
三好皓一,高千穂安長編. 玉川大学出版部, 2001.8

333.8/Mi 91

2階和図書

ワールドバンクアトラス = 世界銀行地図冊. シュプ
リンガー・フェアラーク東京. 2001.12

350.9/Se 22

2階和図書

国際開発論 : ミレニアム開発目標による貧困削減
/ 斎藤文彦著. 日本評論社, 2005.4

333.8/Sa 25

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

JICA's world. 国際協力機構, 月刊

2008-2009 (継続中)

アジア経済 / アジア経済研究所. アジア経済研究所, 月刊

1960-2009 (継続中)

アジ研ワールド・トレンド アジア経済研究所広報部広報課, 月
刊

2000-2009 (継続中)

国際開発ジャーナル. 国際開発ジャーナル社. 月刊

1985-2008 (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)
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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◆ 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
西尾なほみ 「発展途上国における競争力向上支援のアプローチについての一考察 : 世銀と
USAIDの活動の例から」 『情報文化学会誌』 14(2) p. 50-56 (2007.12) (CiNii)
臼井湧二 「教育ODAの現状分析 : 南米日系地域社会活性化支援」 『CUC policy studies
review』 13 p. 29-46 (2007.10) （CiNii）
Bukhar, Essam 「サウジアラビアと日本の技術協力：戦略的ヴィジョン」 『日本中東学会年報』
23-1 p. 39-84 (2007.7) (CiNii)
紀谷昌彦 「開発援助：途上国の自主性を活かすパートナーシップ（特集 貧困削減：先進国に
向けられる目）」 『アジ研ワールド・トレンド』 12(2) p. 4-7 (2006.2) (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

新聞
朝日新聞

収録期間
1984年8月～当日朝刊
1975年～最新記事情報

日経テレコン21

日本経済新聞ほか

中日新聞・東京新聞記事データベース

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
「ODAは有効だったか」 朝日新聞. 朝刊. 3経済. 2007年12月7日, p. 15 (聞蔵Ⅱ ビジュアル for
Libraries)
「貧困層向けビジネス、ODAで資金支援、経産省、途上国開拓後押し」 日本経済新聞. 朝刊.
2009年6月5日, p. 5 (日経テレコン21)
「メコン流域にODA６０億円」 中日新聞. 朝刊. 経済総合. 2008年1月13日, p. 3 (中日新聞・東京
新聞記事データベース)

テーマに関連するWebサイト
関連サイトの紹介

■
◆

外務省

http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html

＜国際協力ODAホームページ＞
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index.html
「ODAって何？」「ODAをもっと知りたい」等、入門的な話から国際的な動向まで、
様々アプローチでODAについて解説されています。
Original: Nanzan Univ.
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◆

国際連合
http://www.un.org/english/
189の主権国家からなる独特な国際機関で、第2次世界大戦後、国際の平和と安全を
維持し、国家間の友好関係を発展させるとともに、社会の進歩、よりよい生活水準および
人権を促進するために創設されました。
日本語版(広報センター)
http://www.unic.or.jp/links/pertinent_agencies_in_japan

◆

国際協力機構(JICA)
http://www.jica.go.jp/Index-j.html
日本は1954（昭和29）年に開発途上国に対する技術協力を始め、「海外技術協力事業団」、
「海外移住事業団」等の組織で活動してきました。現在は「国際協力事業団(JICA)」として
政府開発援助(ODA)の実施を行っています。
http://libportal.jica.go.jp/fmi/xsl/library/Index.html
「JICA図書館」
〒162-8433 東京都新宿区市谷本村町10-5 電話：03-3269-2911（代表

◆

国際協力銀行(JBIC)
http://www.jbic.go.jp/japanese/index.php
日本の対外経済政策・経済協力遂行を担う政策金融機関です。
「海外移住事業団」等の組織で活動してきました。現在は「国際協力事業団(JICA)」として
政府開発援助(ODA)の実施を行っています。

◆

日本貿易振興機構（ジェトロ：JETRO）
http://www.jetro.go.jp/indexj.html
対日投資の促進、中小企業の国際ビジネス展開支援、開発途上国との貿易取引拡大
などの事業を展開している機関です。
「ジェトロ・ビジネス・ライブラリー」 http://www.jetro.go.jp/library/
〒107-6006 東京都港区赤坂1丁目12-32 アーク森ビル6階 電話：03-3582-1775

◆

IDE-JETRO（アジア経済研究所
http://www.ide.go.jp/Japanese/
発展途上地域の経済を中心とする諸事情を調査研究する機関です。
「アジア経済研究所図書館」
http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/
〒261-8545 千葉県千葉市美浜区若葉3-2-2 電話：043-299-9500

◆

Asian Development Bank (ADB（アジア開発銀行）)
http://www.adb.org/
アジア諸国に対する開発資金の融資と技術援助を目的として、設立された金融機関です。

◆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
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