
 レベル：初学者向け 

 情報への道しるべ （レポート作成時の情報探索ガイドとして活用してください。） 
                   

 東チモール 東チモールは 2002年にインドネシアから分離独立しました。今世紀最初の

独立国の歴史とこれからについて調べてみましょう。 
 

 

百科事典で基礎的な事項を確認する 
 

 2002 年に独立した国なので最新の情報を検索するに

は Web 版の百科事典を利用するのが良いでしょう。 

Japan Knowledgeからは「日本大百科全書」、「imidas」、聞

蔵Ⅱからは「知恵蔵」が検索できます。(学内限定) 
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★ それぞれの事典によって『チモール』、『ティモール』

と表記が異なっています。また事典ごとに少しずつ記述が

異なっており、時には複数の百科事典を比べてみることも

重要です。 

 

 独立以前の情報を調べるときには下記の事典類が参

考になります。（一例） 

 

 

 
 

東チモールについての入門書を読もう。 

 

もっと詳しい資料を調べよう（書架で探す） 

 
■ 図書は NDC : 日本十進分類法順に並んでいます。 
 

分類番号 分野 

224.6 小スンダ列島、チモール（歴史） 

224 インドネシア 

 

★ その他の東チモールについて書かれた図書は基本的

に下記の約束で分類されています。 

主題のNDC + 246（東チモールを表す地域区分） 
例えば、東チモールの政治は 

（312.246＝政治事情+東チモール） 

 このことを知っていると、たとえタイトルがわからなく

ても、自分の必要な資料を書架で探すことができます。ま

た、わからない時は図書館のスタッフに、『東チモールに

ついてこのような事が調べたい』と聞いてみてください。 

資料情報 請求記号 配架場所 

世界大百科事典．1981 年版．

平凡社，1981 - 1983 

031 

Se 

中央図書館

国際開発 

ほか 

東南アジアを知る事典：ベ

トナム+カンボジア+ラオス

+タイ+ミャンマー+マレー

シア+ブルネイ+シンガポー

ル+インドネシア+フィリピ

ン / 石井米雄 [ほか] 監

修．新訂増補．平凡社，1999 

223 

To 

中央図書館

国際開発 

ほか 

 

 図書館の利用案内を見れば，分類表や資料の配置場所

がわかります。 

 

もっと詳しい資料を調べよう（インターネット編） 

 
■ 名古屋大学にある図書をOPACで探す。 
オンライン目録（OPAC）を使って，名古屋大学の図書と

雑誌を探すことができます。 

 
 調べ方がわからない時は，ガイドシートリスト（OPAC

やデータベースの使い方）もあります。 

 

■ 日本の図書館・研究機関が所蔵する図書を探す。 

WebcatPlus(一致検索) 

全国の 1,000 以上の大学図書館等が所蔵する図書・雑

誌の総合目録データベースです。 

 

NDL-OPAC

国立国会図書館が所蔵する図書・雑誌の総合目録デ

ータベースです。 

 

  資料情報 請求記号 配架場所 

ナクロマ : 東ティモール民

族独立小史. 古沢希代子, 

松野明久著. 日本評論社, 

1993 

224.6 

H 

国際開発 

法学部 

いつかロロサエの森で : 東

ティモール・ゼロからの出発 

(たびだち). 南風島渉著. 

コモンズ, 2000 

224.6 

H 
国際開発 

東ティモール独立史. 松野

明久著 早稲田大学出版部, 

2002 （アジア太平洋研究選

書） 

224.6 

Ma 

中央図書館

国際開発 

 名古屋大学で所蔵していなくても、取寄せをしたり、

直接所蔵する図書館に行ったりして利用できます。詳

しくは所属する図書室にお問合わせください。 

 

もっと詳しい情報を調べよう（内容から探す） 
 

■ 図書の目次や内容から探す 

 Webcat Plus（連想検索）

  内容紹介や目次情報に含まれる語句からも図書を探す

ことができます。 

 

  新書マップ

  テーマに関連した新書・選書をキーワードや文章で探す

ことができます。 
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専門的な資料を探そう（参考文献を使いこなす） 

 
■ 入門的な図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。 

資料情報 請求記号 配架場所 

小さな島の大きな戦争  : 
東チモール独立運動をめ

ぐる大規模人権侵害.  ア
ムネスティ・インターナシ

ョナル日本支部編. 第三
書館, 1989 

224.6 

A 国際開発 

私たちの闘いを忘れない

で : 東ティモール最新レ
ポート : I'm still fighting. 
仁井田蘭編著 
柘植書房, 1992 

224.6 

N 国際開発 

 
雑誌記事を探そう 

 

■ MAGAZINEPLUS(学内限定)，NDL-OPAC（雑誌記事索引） 

日本語で書かれた雑誌記事を探すことができます。

 
■ アジ研OPAC

   アジア経済研究所が受入れしている雑誌に掲載され

た記事を探すことができます。主に経済学分野や発展途

上国に関する論文を検索できます。 

 
■ 名古屋大学電子ジャーナル・アクセスサービス

  収録されているそれぞれのアグリゲータ(EBSCOhost、
Science Direct など)から論文を探すことができます。

全文が収録されているものもあります。（学内限定） 

 

■ Web of Science 

引用文献データベースなので、通常の論文検索のほか

に、引用文献から検索したり、関連する論文を検索し

たりすることができます。（学内限定） 

 
 名古屋大学で所蔵していない場合は，コピーを取り寄

せることもできます。詳しくは所属する図書室にお尋ね

ください。 

 

 調べ方がわからない時は，ホームページ「論文を探す

」を見てください。 

 

新聞記事を探そう 
 

■ 聞蔵（きくぞう）II ビジュアル for Libraries  

朝日新聞のオンライン記事データベースです。1984

年 8 月以降の 400 万件にのぼる記事を収録しています。

（学内限定） 

 

■ LexisNexis Academic 

   海外の新聞記事のほか、テレビのニュース番組の原稿
など 5,900 以上の媒体が収録されています。全文を読む

ことができます。（学内限定） 

 
東チモールの新聞をオンラインで読む。 
■ Suara Timor Lorosae 

 

 

ビデオや DVD を探そう 
 

資料情報 請求記号 配架場所 

世界でいちばん新しい国 : 

東ティモール独立と国際社

会. アジア太平洋資料セ

ンター. 2001  

ビデオカセット 1巻（30 分） 

V224.6 

A 
国際開発 

 

インターネットで探そう 
 
■ 主な関連サイト 

□ East Timor Leste=東チモール民主共和国政府

    インドネシア群島東部、東チモール民主共和国政府

の公式サイト。各省庁、政府関連機関の連絡先リスト

が掲載されています。 

  
□ 東チモール民主共和国

   外務省作成。首都・人口・言語といった一般事情の

ほかに、政治体制、外交、経済、日本との関係などの

情報がまとめられています。 
 

□ 東ティモール全国協議会

関連団体紹介や文献案内のほか「季刊東ティモー

ル」の記事もほぼ全文掲載されています。 

 

    □ ティモール・ロロサエ情報

       東ティモールの誕生と建設を応援するページ。ニ

ュースのページでは、マスコミが伝える内容の本当

の意味を毎日、詳細に解説している。また著名人の

論文や記事が多数あります。 

 

■ インターネットの情報は誰でも発信が可能なかわり

に、必ずしも正確だとは限りません。得られた情報は複

数の情報源で確認し、裏づけをとることが重要です。ま

たインターネットの検索エンジンを使う時は，それぞれ

の特徴を調べて効果的に使いましょう。Yahoo!では，カ

テゴリの上のレベルや横のレベルも見ながら関連情報

を探してみましょう。 

代表的な検索エンジン Google Yahoo!

 

Next Step さらに専門的な情報を探してみよう 

 
■ NUL Academic Resource Cabinet － 情報検索のとび

ら－ 

  学術情報探索のためのポータルサイトです。 

 

関連する全学教育科目 

 
時間割 

コード 

科目 

区分 

担当 

教員 
テーマ 

0014501
基礎セ

ミナー

加藤 

久美子 

東南アジアと日本と

の関係を考える 

 

 この情報への道しるべについてのご意見・ご質問は，

国際開発研究科情報資料室までご連絡ください。 

    6-March-2009 
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