
 2012年度前期 人文学部法律経済学科・社会科学科     

人文学部法律経済学科･社会科学科学部生（火 5/6,木5/6） 

国際組織法 

（国際社会の構造Ⅰ[国際組織法]） 

担当：洪 恵子(人文学部法律経済学科) 

□キーワード：各種データベースを検索する際に利用 

 国際連合 国連 国際機関 国際組織 ＵＮ 

 United Nations 安全保障理事会 安保理 ほか  

*その他のキーワードは、「3．参考図書」欄を参照  
 

□分類記号(NDC)：図書館内で図書を探す際に利用 

319 外交・国際問題 

 319.8  安全保障問題 他 

 319.9  国際連合（国際連盟）, 国際会議 

329 国際法 

 329.2  国際機関 

 329.23 国際連合 

 

 

□『国際連合の基礎知識』国際連合広報局著 関

西学院大学総合政策学部 2009 564p. 

 ＊国連発行の『Basic Facts about the United Na-

tions』の翻訳本 具体的な活動を紹介・略語解説 

 図・開架・図書 【329.23 / Ko 51】 
 

□『国際連合:軌跡と展望』明石康著 岩波書店 

2006  （岩波新書 新赤版 1052）216p. 

 ＊元事務次長による定評ある入門書 

 図・開架・PB 【319.9 / A 32】 
 

□『国際機構』第4版 家正治ほか編 世界思想社 

2009  329p. 

 図・開架・図書 【329.2 / Ko 51】 

□『私の仕事 : 国連難民高等弁務官の十年と平和

の構築』緒方貞子著 草思社 2002 285p. 

 図・開架・図書 【369.37 / O 23】 

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。 

□『国連の政治力学 : 日本はどこにいるのか』北

岡伸一著 中央公論新社  2007 302p.（中公

新書 1899） 

 図・開架・図書 【319.9 / Ki 72】 

□『国連改革』吉田康彦著 集英社 2003 254p. 

（集英社新書 0224A） 

 図・開架・図書 【319.9 / Y 86】 

□『人類の議会: 国際連合をめぐる大国の攻防』

上・下 ポール・ケネディ著 日本経済新聞出

版社 2007 

 図・開架・図書 【319.9 / Ke 48 / 1-2】 

□『安全保障学入門』新訂第4版 防衛大学校安全

保障学研究会編著 亜紀書房 2009 377p. 

＊安全保障問題に関心を持つ学生などを対象とした 

入門書 「第11章 国連と安全保障」 

 図・開架・図書 【392.1 / A 49】 

□『国際紛争と予防外交』納家政嗣著  有斐閣 

 2003 216p. 

 図・開架・図書 【319.8 / N 59】 

□『国 際 機 関 資 料 検 索 ガ イ ド』川 鍋 道 子 著   

東信堂 2003 209p. 

 図・開架・図書 【329.2 / Ka 96】 

 

その他の図書を探すには 

   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 

  ＊定期便あり 図書の取り寄せ可能（無料） 

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

   全国の大学蔵書検索 WebcatPlus 

   （http://webcatplus.nii.ac.jp/） 

 

百科事典・専門事典・用語辞典など 

    JapanKnowledge 

 *『日本大百科全書』（百科事典）など40以上の事

典類を検索可能 ＊学内限定 ＊同時アクセス 2 

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

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.キーワード等 

３.参考図書 

２.図書 

国連の概要を確認してみましょう。 

http://opac.lib.mie-u.ac.jp/opc/
http://ufinity02.jp.fujitsu.com/milai/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://www.jkn21.com/top/corpdisplay


  

三重大学附属図書館(2012/3/22) 

□『世界地理大百科事典』 朝倉書店 

 2000（vol.1:国際連合） 

 図・開架・参考図書 【290.3 / Se 22 / 1】 

□『Encyclopedia  of  the  United  Nations  and 

International Agreements』3rd ed Edmund Jan 

Osmańczyk  Routledge 2003 4v. 2941p 

 図・開架・参考図書 【319.9 / E 58 / 1-4】 

□Yearbook of the United Nations（English） 

 国際連合（UN）提供＊1946年～2006年まで無料公開 

   (http://unyearbook.un.org/) 

 

□外交青書（外務省） 

 ＊国際情勢の推移・日本の外交活動情報を提供 

  (http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/index.html) 

 

□日本の国際平和協力 : 東ティモール国際平和協

力業務の記録 （DVD） 

 図・視聴覚コーナー 【請求通番：1197】 

 

□国連ジャーナル 

 日本国際連合協会発行 年2回刊行  

 図・和雑誌・一般誌（2004年～現在  欠号あり） 

□UN Chronicle 

   (http://www.un.org/wcm/content/site/chronicle/) 

 

  聞蔵
きくぞう

Ⅱ 

   ＊朝日新聞 記事検索 ＊学内限定 ＊同時アクセス 1 

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

   中日新聞・東京新聞記事検索サービス 

    ＊学内限定 ＊同時アクセス 1 

  (http://ace.cnc.ne.jp/GU100) 

 

 

□国際連合（UN）本部 

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

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 

□駐日国際連合広報センター 

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

□(財)日本国際連合協会(三重:(財)三重県国際交流財団)      

  TEL 059-223-5006   (http://www.mief.or.jp/) 

□国連広報センター / 日本にある国連寄託図書館 

   (http://www.unic.or.jp/links/UN_libraries_in_japan/) 

□外務省 / 国連 

   (http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/un.html) 

□国立国会図書館 / リサーチ・ナビ / 国連UN 

   (http://rnavi.ndl.go.jp/politics/cat17/un/) 

□Webシラバス：国際組織法（2012年度, 人文学部  

法律経済学科・社会科学科） 

（https://portal.mie-u.ac.jp/syllabus/?action=display&id=2706） 

 

 

□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) 

 

 

  三重大学にない図書や雑誌論文は他大学から取

り寄せられます。 

（有料：約300～2000円程度, 通常 約10日必要） 

  ○？参考調査カウンター ：平日 9:00～17:00 

  ○？附属図書館WEBサービス(Myポータル)： 

   (https://opac.lib.mie-u.ac.jp/portal/user.php?plang=jpn) 

 

□参考質問・所蔵調査：利用者サービス担当(参考調査) 

    literacy@ab.mie-u.ac.jp   059-231-9089 

□資料の取り寄せ・紹介状の発行 

 利用者サービス担当（ILL） 

      portal@ab.mie-u.ac.jp   059-231-9660 

７.新聞 

８.その他の情報 

10.三重大学附属図書館 

三重大学附属図書館HP 

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

９.分野別パスファインダー  

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。 

６.雑誌（広報誌） 

５.視聴覚資料 

４.白書類 

http://unyearbook.un.org/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/index.html
http://www.un.org/wcm/content/site/chronicle/
http://www.lib.mie-u.ac.jp/db/dna_for_library.html
http://ace.cnc.ne.jp/GU100
http://www.un.org/
http://www.unic.or.jp
http://www.mief.or.jp/
http://www.unic.or.jp/links/UN_libraries_in_japan/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/un.html
http://rnavi.ndl.go.jp/politics/cat17/un/
https://portal.mie-u.ac.jp/syllabus/?action=display&id=2706
http://www.lib.mie-u.ac.jp/pathfinder/index.html
https://opac.lib.mie-u.ac.jp/portal/user.php?plang=jpn
http://www.lib.mie-u.ac.jp/

