
 2011年度後期 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） 

国際法各論 

（特殊講義Ａ[国際法各論]） 

担当：洪 恵子(人文学部法律経済学科),           

佐藤 智恵（非常勤講師） 

□キーワード：各種データベースを検索する際に利用 

旧ユーゴスラビア  コソボ バルカン 東欧   

核兵器 北朝鮮 PLO テロ 過激派 ほか  

*その他のキーワードは、「2．参考図書」欄の事典類を参照  
 

□分類記号(NDC)：図書館内で図書を探す際に利用 

 200(歴史・地理)  

209.6( 世 界・文 化 (1900 年 以 降 )),        
221( 朝 鮮 ),  228.5( パ レ ス チ ナ ),         
230(ヨーロッパ ),  290.8(地誌(全集)), 
292.2(地誌(朝鮮)),293(地誌(ヨーロッパ))   

  302(政治・経済・文化諸事情) 

302.21(朝鮮), 302.3(ヨーロッパ) 

310（政 治 史）,  316.8（民 族 問 題 な ど）,    
360.3（社会問題） 393（戦争など）  

 

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） 

 

□『朝鮮韓国近現代史事典 : 1860-2005』韓国史

事典編纂会編著 日本評論社 2006  795p 

 ＊底本:『韓国近現代史事典』(韓国ソウル・カラム企

画刊, 1990年) 

 図・開架・参考図書 【221.06 / C 54】 

□『世界テロ事典』浦野起央編著 三和書籍 2001  

293p 

 図・開架・参考図書 【316.2/ U 84】 

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。 

□『国際関係法辞典』国際法学会編  三省堂 2005 948p 

 図・開架・参考図書 【329.033 / Ko 51】 

□『世 界 戦 争 犯 罪 事 典』秦 郁 彦 ほ か 監 修      

文藝春秋 2002  749p 

 図・開架・参考図書 【329.49 / Se 22】 
 

 

□『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛

争史』ダン・コンシャーボク, ダウド・アラミー [著]  

岩波書店 2011  284p 

 図・開架・図書 【228.5 / C 83】 

□『東ヨーロッパ・ロシア』加賀美雅弘ほか編 

朝倉書店 2007(朝倉世界地理講座 10)  423p 

 ＊サブタイトル：大地と人間の物語。世界地理シリーズ 

 図・開架・図書ほか 【290.8 / A 85 / 10】 

□『北朝鮮を知るための51章』石坂浩一編著 明

石書店 2006 (エリア・スタディーズ)  281p 

 図・開架・図書 【302.21 / I 84】 

□『北朝鮮入門 : live講義』礒崎敦仁ほか著   

東洋経済新報社 2010  333p 

 図・開架・図書 【302.21 / I 85】 

□『「対テロ戦争」とイスラム世界』板垣雄三編  

岩波書店 2002  230p 

 図・開架・PB 【302.28 / Ta 24】 

□『東欧を知る事典』伊東孝之ほか監修 平凡社 

2001  905p 

 ＊各国の歴史・政治・経済の変革、社会動向などを簡

単に紹介 

 図・開架・図書ほか 【302.3 / To 64】 

□『バルカンを知るための65章』柴宜弘編著 明

石書店 2005 (エリア・スタディーズ)  355p 

 図・開架・図書 【302.39 / Sh 15】 

□『アラブ革命の衝撃』臼杵陽著  青土社 2011 251p 

 ＊中東地域の底流を流れるものについて言及した入門書。 

 図・開架・図書 【312.28 / U 95】 

□『テロリズム』チャールズ・タウンゼンド著  

岩波書店 2003 （1冊でわかるシリーズ） 208p 

＊原著(Oxford University Press, 2002)の全訳。テ

ロリズム研究のポイントと共に歴史的事例を盛り込む。 

 図・開架・図書ほか 【316.4 / To 77】 

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.図書 

２.参考図書 

 テロや各国の歴史的・社会的・地理的背景等を確

認してみましょう。 

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


  

三重大学附属図書館(2011/11/30) 

□『世界の民族地図 改訂版』高崎通浩著  作品

社 1997  467p 

 図・開架・図書ほか 【316.8 / Ta 52】 

□『「核なき世界」に向けて』日本平和学会編  

早稲田大学出版部 2010  211p 

 図・開架・図書 【319.8 / H 51 / 35】 

□『ザ・ペニンシュラ・クエスチョン : 朝鮮半島第二

次核危機』船橋洋一著 朝日新聞社 2006  748p 

 図・開架・図書 【319.21 / F 88】 

□『過激派で読む世界地図』宮田律著  筑摩書房  

2011（ちくま新書 885）  237p 

 ＊世界の過激派の思想や活動をイスラム地域研究の   

専門家が解説 

 図・開架・図書 【363 / Mi 84】 

□『核拡散 : 軍縮の風は起こせるか』川崎哲著 

岩波書店  2003(岩波新書 ; 新赤版 861) 226p 

 図・開架・PB 【393 / Ka 97】 

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。無料で図書の取り寄せ可能。 

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

   全国の大学蔵書検索 WebcatPlus 

  （http://webcatplus.nii.ac.jp/） 

 

  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 

→図書館で原紙(1F)・縮刷版(2F)を所蔵 

  (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) 

 

□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 

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 

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

index.html) 

□防衛白書（防衛省） 

＊わが国防衛の基本。国際テロの最近の動向など 

   (http://www.mod.go.jp/j/publication/wp/

index.html) 

 

□外務省 各国・地域情勢 

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

□Webシラバス：国際法各論（2011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=8268） 

 

 

□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） 

  ○？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(他大学訪問時使用)の発行 

 利用者サービス担当（ILL） 

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

４.新聞 

６.その他の情報 

８.三重大学附属図書館 

三重大学附属図書館HP 

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

７.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。 

５.白書類 

http://opac.lib.mie-u.ac.jp/opc/
http://ufinity02.jp.fujitsu.com/milai/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://www.lib.mie-u.ac.jp/db/dna_for_library.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/index.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/index.html
http://www.mod.go.jp/j/publication/wp/index.html
http://www.mod.go.jp/j/publication/wp/index.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html
https://portal.mie-u.ac.jp/syllabus/?action=display&id=8268
https://portal.mie-u.ac.jp/syllabus/?action=display&id=8268
http://www.lib.mie-u.ac.jp/pathfinder/index.html
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https://opac.lib.mie-u.ac.jp/portal/user.php?plang=jpn
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