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

2012年度後期

全国の大学蔵書検索

工学部建築学科（専門教育）

工学部建築学科他 1年次（月 5/6）

（http://webcatplus.nii.ac.jp/）

建築計画Ⅰ
担当：加藤彰一, 浅野聡（工学部建築学科）

国立国会図書館

NDL-OPAC

（http://opac.ndl.go.jp/）
雑誌記事検索

１.工学部

WebcatPlus

CiNii Articles

（http://ci.nii.ac.jp/）

建築学科図書室

□利用案内
場所：工学部建築学科棟
開館：平日

2階

３.データベース

9:00～17:00 ＊休館：土・日・祝祭日

貸出：学部生

１人10冊

2週間まで

＊附属図書館とは貸出手続等が異なります

□分類記号：図書室内で図書を探す際に利用
D0 建築歴史・意匠・一般,

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）

D4 日本建築史,

D6 西洋建築史, D7 近代建築史論,
E1/80 住居学・生活学・生活論,
E2/14 集合住宅, E4 作家別作品

きくぞう

聞蔵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)

＊附属図書館とは分類体系が異なります

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

２.三重大学附属図書館
□利用案内

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

□ 建築雑誌インデックス
南洋堂発行
検索可能

工・建築学科図書室, 情報演習室で利用可能

200 歴史・地理

JDreamⅡ

210 日本, 234 ドイツ, 235 フランス,
238.6 フィンランド, 253 アメリカ合衆国,
291 日本地誌, 293 ヨーロッパ地誌,
302 政治・経済・文化諸事情
302.3 ヨーロッパ,

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

4.雑誌

521.6 日本建築, 523.9 現代西洋建築
□図書館の図書や雑誌を探すには
三重大OPAC

（http://opac.lib.mie-u.ac.jp/opc/）

三重県内の蔵書検索

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

302.5 アメリカ

520 建築学

三重大学蔵書検索

建築専門誌に掲載された建築物・記事を

MILAI

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

□日経アーキテクチュア
日経BP社発行 月2回刊行 建築界の動向や建築材料など
様々な建築界の実務情報を提供

工・建築学科図書室（1997～現在）
図・和雑誌・一般誌（注）（1994～1997）
*

日経BP記事検索サービスでも閲覧可

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

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。

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

5.参考図書

□建築知識
エクスナレッジ社発行 月刊誌
術情報をテーマ別に特集

建築に関する技

(http://www.xknowledge.co.jp/_kenchi/kenchi_index)

工・建築学科図書室（1981～現在）

□『建 築・都 市・住 宅・土 木 情 報 ア ク セ ス ブ ッ
ク』 学芸出版社 1994
図・開架・図書ほか

【520.3 / Ki 29】

□『世界建築事典』鹿島出版会 1984

□ディテール
彰国社発行 季刊誌
ら詳細に紹介している

建築をディテールの視点か

図・開架・図書ほか

【520.3 / P 48】

□『建築大辞典』 彰国社 1993

工・建築学科図書室（1981～現在）
□新建築

図・開架・参考図書ほか 【520.3/Ke 41】
□『建築論事典』彰国社

新建築社発行 月刊誌
な写真で紹介解説

現代建築を図面や鮮明

工・建築学科図書室（2000～現在）
図・和雑誌・一般誌（注）（1946～1999）
□Ａ＋Ｕ（エー・アンド・ユー ）：建築と都市
エー・アンド・ユー 発行

月刊誌

海外の建築情

報を専門に扱う

2008

図・開架・参考図書ほか 【520.3/Ke 41】
□『古建築辞典』理工学社

1994

図・開架・参考図書ほか 【521.03/Ta 62】

6.視聴覚資料
□「渡辺篤の建物探訪」（DVD）
図・視聴覚コーナー（注）【請求通番：1761～1766 】

工・建築学科図書室（1981～現在）
□GAシリーズ, GA JAPAN, GA HOUSES等
A.D.A.EDITA Tokyo社発行 高額な隔月誌 新建
築等とともに、建築作品を優れた写真で紹介し、
対 談・論 文 は、下 記 の 建 築 文 化 等 を 伝 承 し て い
る。
工・建築学科図書室ほか

7.その他の情報
□日本建築学会 (http://www.aij.or.jp/)
□Ｗｅｂシラバス 建築計画Ⅰ( 2012年度，工学部建築学科 )
（http://portal.mie-u.ac.jp/syllabus/?
action=display&id=11441）

8.分野別パスファインダー

□建築文化
彰国社発行

用語辞典・事典

□三重大学附属図書館
＊2004年に休刊

パスファインダー一覧

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

工・建築学科図書室（1957～2004）
図・和雑誌・一般誌（注）（1952～1955）

□参考質問・所蔵調査：利用者ｻｰﾋﾞｽ担当(情報リテラシー)

□ＳＤ：Space Design
鹿島出版会発行

問い合わせ先

＊2000年に休刊

工・建築学科図書室（1981～2000）
図・和雑誌・一般誌（注）（1974～1976）

literacy@ab.mie-u.ac.jp

□資料の取り寄せ：利用者サービス担当(ILL)
portal@ab.mie-u.ac.jp

『建 築 文 化』と『Ｓ Ｄ』は『新 建 築』と『Ａ ＋
Ｕ』のような関係で競い合った。

お知らせ

□建築雑誌

図書館改修工事のため利用できな

日本建築学会発行 月刊誌
術・研究成果等を掲載

建築に関する学

＊1年を経過したものは、CiNiiで本の閲覧可
(http://jabs.aij.or.jp/backnumber/)

図・和雑誌・一般誌（注）（1980～2009）

059-231-9089

059-231-9660

い附属図書館所蔵資料については
他の図書館から無料で取り寄せで
きます。申し込みはWEBサービス
または参考調査カウンターへ！

三重大図書館HP

三重大学附属図書館(2012/10/11)

（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。
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。）

