
 2011年度後期 共通教育・統合教育科目    

学部生（学士過程）対象（火 9/10, 水9/10） 

PBLセミナーA 

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 

 欧州連合 EU ヨーロッパ共同体 欧州統合  

 EU政策 ユーロ 通貨統合ほか 

 *その他のキーワードは、「2．参考図書」欄の用語辞典を参照  

 

□分類記号(NDC)：図書館内で図書を探す際に利用 

 230(歴史 — ヨーロッパ),293(地誌 — ヨーロッパ),  

 302.3(政治 — 経済 — 文化諸事情 — ヨーロッパ),     

 312(政治史など), 

 316.8(民族問題),319.9(国際連合),333.5(広域経 

 済), 338.97(国際通貨),389(民族学) 

 

 

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） 

□『世界民族問題事典 新訂増補版』 

 松原正毅, NIRA編集  平凡社  2002 

  *民族の抱える政治・経済の問題点などを紹介 

 図・開架・参考図書ほか 【316.803 / Se 22】 

□『世界民族事典』綾部恒雄ほか編  

  弘文堂 2000 

  *小さな国の情報も掲載 

 図・開架・参考図書 【389.03 / Se 22】 

 

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。 

□『EU情報事典』村上直久編著  大修館書店 2009 

 図・開架・図書 【333.5 / Mu 43】 

 

 

□『欧州通貨統合のゆくえ : ユーロは生き残れる

か』坂田豊光著  中央公論新社 2005  198p 

  (中公新書 1780) 

 図・開架・図書 【338.97 / Sa 37】 

□『詳説世界史研究 改訂版』木下康彦ほか編 

   山川出版社  2008  596p 

  *高校の教科書をベースにヨーロッパ史の流れをつかむ 

 図・開架・図書 【209/ Sh 96】 

□『ＥＵ』加賀美雅弘編  朝倉書店  2011 152p 

 (世界地誌シリーズ 3)  

  *EUを地誌学的な観点から読み解くテキスト 

 図・開架・図書 【290.8 / Se 22 / 3】 

□『拡大ヨーロッパの挑戦』羽場久浘子著  

   中央公論新社 2004  258p  

 (中公新書 1751) 

 図・開架・図書 【319.3 / H 11】 

□『ＥＵ論』柏倉康夫ほか編著 

   放送大学教育振興会 2006 226p 

 図・開架・図書 【333.5/ E 85】 

□『対外関係』植田隆子編 勁草書房 

  2007 290p  (EUスタディーズ ; 1) 

 図・開架・図書 【333.5 / E 11 / 1】 

□『経済統合』小川英治編 勁草書房 

  2007 274p  (EUスタディーズ ; 2) 

 図・開架・図書 【333.5 / E 11 / 2】 

□『国家・地域・民族』大島美穂編 勁草書房 

  2007 251p  (EUスタディーズ ; 3) 

 図・開架・図書 【333.5 / E 11 / 3】 

□『企業の社会的責任』松本恒雄ほか編 勁草書房 

  2007 228p  (EUスタディーズ ; 4) 

 図・開架・図書 【333.5 / E 11 / 4】 

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 

 EU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


 

□欧州連合 - EU - 駐日欧州連合代表部 

   (http://www.deljpn.ec.europa.eu/) 

□外務省 各国・地域情勢 

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

□Webシラバス：PBLセミナーA（2011年度, 共通教

育・統合教育科目） 

（https://portal.mie-u.ac.jp/syllabus/?

action=display&id=13257） 

 

□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 

  ○？ 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（内線 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（内線 9660） 

  

三重大学附属図書館(2011/11/10) 

その他の図書を探すには 

（視聴覚資料や雑誌もここから探せます） 

□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 

  ＊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/） 

   国立国会図書館 NDL-OPAC 

  （http://opac.ndl.go.jp/） 

 

 

  聞蔵
きくぞう

Ⅱ 

『朝日新聞』の記事を検索可能 ＊学内限定    

＊同時アクセス 1 

＊詳細検索で効率的な検索可能（分類で絞込） 

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

 

  日経テレコン21  

日経四紙(日本経済新聞・日経産業新聞・日経

流通新聞MJ・日経金融新聞) の記事を検索可能 

＊学内限定 ＊同時アクセス 2 

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

 

  JapanKnowledge 

 『NNA：アジア＆EU国際情報』(国際ニュース

最 新 2 年 分 ) な ど 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 

７.三重大学附属図書館 

三重大学附属図書館HP 

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

４.新聞やニュース記事 

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.分野別パスファインダー  

５.その他の情報 
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