
 

 2012年度後期 工学部建築学科（専門教育） 

 工学部建築学科 3年次（月 9/10） 

建築経営工学Ⅱ 
 

担当：加藤彰一（工学部建築学科） 

□キーワード：各種データベースを検索する際に利用     

ファシリティマネジメント(Facility Manage-
ment),  FM, 経営, 運用管理, 計画, 運営,   
設計, ニューヨーク, NY 

□分類記号：図書室内で図書を探す際に利用     

 B９ 建築経営 

 E１ 計画方法論・設計方法論 

   E１/ 75  施設経営論,ファシリティマネジメント 

  F０ 都市計画概論  

 ＊附属図書館とは分類体系が異なります 

□利用案内 

 (http://www.lib.mie-u.ac.jp/guide/jpn/guide.html) 

□分類記号(NDC)：図書館内で図書を探す際に利用 

 295.321 ニューヨーク（地誌・紀行） 

 335 経営学（企業・経営・管理） 

  335.9 能率と管理, ファシリティマネジメント 

 519.8  都市計画 

 525 建築設計 

  525.7 建築経営 

□図書館の図書や雑誌を探すには 

   三重大学蔵書検索 三重大OPAC 

 （http://opac.lib.mie-u.ac.jp/opc/）  

   三重県内の蔵書検索 MILAI 

 （http://ufinity02.jp.fujitsu.com/milai/）  

   全国の大学蔵書検索 WebcatPlus 

 （http://webcatplus.nii.ac.jp/） 

   国立国会図書館 NDL-OPAC 

  （http://opac.ndl.go.jp/） 

   雑誌記事検索 CiNii Articles 

  （http://ci.nii.ac.jp/） 

資料を探すためのツール。オンラインで利用できます。附属図書館ＨＰからご利用ください。 

  JapanKnowledge 

 『日本大百科全書（百科事典）』など複数の事

典類を検索可能 ＊学内限定 ＊同時アクセス 2 

 （http://www.jkn21.com/top/corpdisplay） 

  聞蔵
きくぞう

Ⅱ 

 『朝日新聞』の他、『AERA』『週刊朝日』の記

事を検索可能 ＊学内限定 ＊同時アクセス 1 

  (http://www.lib.mie-u.ac.jp/db/dna_for_library.html) 

  日経BP記事検索サービス 

 日経BP社が発行する『日経アーキテクチュア』

ほか、約50誌の雑誌記事を検索可能 ＊学内限定  

 (http://www.lib.mie-u.ac.jp/db/nikkei_bp.html) 

 □ 建築雑誌インデックス 

 南洋堂発行 建築専門誌に掲載された建築物・

記事を検索可能 

  工・建築学科図書室, 情報演習室で利用可能 

  JDreamⅡ 

 科学技術振興機構が提供する日本最大の科学技

術文献情報データベース。建築系の雑誌記事も検

索可能 ＊学内限定 ＊同時アクセス 5 

 (http://www.lib.mie-u.ac.jp/db/jdream2.html) 

２.三重大学附属図書館 

授業資料ナビ（PathFinder） 

＊授業内容の基礎知識・背景を調べるために、本などの情報源を例示したリーフレット 

１.工学部 建築学科図書室 

３.データベース 

□『総解説ファシリティマネジメント』FM推進連

絡協議会編 日本経済新聞社 本編,追補版 

2003 — 2006 

 工・建築学科図書室【E1/75/21】【E1/75/26】 

 図・開架・図書【335.9 / So 81】 

□『ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン ハ ン ド ブ ッ ク』

Wolfgang  F.  E.  Preiser 編  丸 善  2003 

1020p. 

 工・建築学科図書室 【E1/50/51】 

 図・開架・図書ほか【501.8 / Y 98】 

□『ニューヨーク』第10版 実業之日本社 2012 

351p.（ブルーガイドわがまま歩き 12） 

 図・開架・図書【295.321 / N 99】 

4.図書 



□三重大学附属図書館 パスファインダー一覧 

   (http://www.lib.mie-u.ac.jp/pathfinder/index.html) 

□JFMA（日本ファシリティマネジメント協会） 

 (http://www.jfma.or.jp/) 

□IFMA（International Facility Management Association） 

 (http://www.ifma.org/) 

□日本建築学会 

 (http://www.aij.or.jp/aijhomej.htm) 

□Ｗｅｂシラバス 

 建築経営工学Ⅱ（2012年度，工学部建築学科） 

（http://portal.mie-u.ac.jp/syllabus/?

action=display&id=8499） 

問い合わせ先 

□参考質問・所蔵調査 

  利用者サービス担当(情報リテラシー) 

  literacy@ab.mie-u.ac.jp  

   059-231-9089（内線 9089） 

□資料の取り寄せ 

 利用者サービス担当(ＩＬＬ) 

     portal@ab.mie-u.ac.jp 

     059-231-9660（内線 9660）  
三重大図書館HP 

三重大学附属図書館(2012/10/10) 

□『アメリカ建築案内 2 』淵上正幸 TOTO出版 

2006 352p. 

 図・開架・図書【523.0253 / F 51 / 2】 

□『都市・建築・不動産企画開発マニュアル』 

エクスナレッジ 2012 608p. 

 図・開架・図書【525.9 / To 72 / 2011-2012】 

□『建築・都市計画のための調査・分析方法』日

本建築学会編 井上書院 2012 269p. 

 工・建築学科図書室 【F3 / 40 / 24】 

 図・開架・図書【519.8/Ke 41】＊環境コーナーに配架 

□『建築・都市計画のための空間学』日本建築学

会編 井上書院 1990 176p. 

 工・建築学科図書室 【E1 / 30 / 14】 

 図・開架・図書【525.1 / Ke 41】 

□『建築・都市計画のためのモデル分析の手法』

日本建築学会編 井上書院 1992 164p. 

 工・建築学科図書室 【E1 / 30 / 16】 

用語辞典・事典 

□『医業経営用語事典』日本医業経営コンサルタ

ント協会編 星雲社 2003 361p. 

 図・開架・参考図書【498.19 / I 24】 

□『建築大辞典』 彰国社 1993 

 図・開架・参考図書ほか 【520.3/Ke 41】 

□『建築論事典』彰国社  2008 

 図・開架・参考図書ほか 【520.3/Ke 41】 

授業資料ナビ（PathFinder） 
 
＊授業内容の基礎知識・背景を調べるために、本などの情報源を例示したリーフレット 

7.その他の情報 

8.分野別パスファインダー  

（注）2012年10月～2013年3月まで附属図書館改修工事のため下記ご利用いただけません。ご迷惑をおかけいたします。 

□日経アーキテクチュア（注）/日経BP社発行 月2回刊行  

 工・建築学科図書室（1997～現在） 

 図・和雑誌・一般誌（1994～1997） 

 *日経BP記事検索サービスでも本文の閲覧可 

 （http://www.lib.mie-u.ac.jp/db/nikkei_bp.html）

□新建築（注） /新建築社発行 月刊誌 

 工・建築学科図書室（2000～現在） 

 図・和雑誌・一般誌（注）（1946～1999） 

□Ａ＋Ｕ：建築と都市  /エー・アンド・ユー発行 月刊誌 

 工・建築学科図書室（1981～現在） 

□建築雑誌（注） 日本建築学会発行 月刊誌 

 ＊1年を経過したものは、CiNiiで本文の閲覧可 

   (http://jabs.aij.or.jp/backnumber/) 

 図・和雑誌・一般誌（1980～2009） 

□Environment and Behavior /SAGE Publications発行 隔月刊行  

 工・建築学科図書室（2010～現在） 

□Facility Management Journal 

   /International Facility Management Association発行 隔月刊行  

 工・建築学科図書室（2010～現在） 

□Health Facilities Management  

    /American Hospital Publishing発行 月刊誌  

 工・建築学科図書室（2010～現在） 

6.参考図書 

5.雑誌 

   新着以外の雑誌 全て, 一部の書庫内図書, 視聴覚資料 全て（最新情報は図書館ＨＰでご確認ください。） 


