
 2014年度前期 共通教育（統合教育科目） 

 工学部建築学科1年次（水5/6）  

「4つの力」スタートアップセミナー 

担当：長澤 多代（附属図書館・研究開発室） 

□キーワード：各種データベースを検索する際に利用 

 学習法，読書法，レポートの作成法，プレゼン

テーション  

□分類記号(NDC)：図書館内で図書を探す際に利用  

 002(学問など)，002.7(調査法など)，019(読書

法など)，377.15(教育課程など)，816(作文など) 

 

□キーワード：各種データベースを検索する際に利用 

 大学教育，高等教育，初年次教育，教養教育，

専門教育 / 三重県，津市，伊勢神宮, 中部地方，

近畿地方，東紀州，北勢，中勢，南勢 / 建築，

建築学，建築工学, 建築設計, 都市計画, 建築史,

環境整備 
 

□分類記号(NDC)：図書館内で図書を探す際に利用 

377（大学など）, 510（土木）, 520（建築）の
もとに関する文献があります。 

 

 

□『大学生のためのレポート作成ハンドブック』

花見槇子, 鹿島恵著 三重大学共通教育セン

ター 2006 45p. 

 図・開架・図書/図・展示棚 【816.5 / H 27】 

□『取材学：探求の技法』加藤秀俊著 中央公論

社 1975 184p.（中公新書，410） 

 図・開架・図書 【002 / Ka 86】 

□『情報検索のスキル：未知の問題をどう解く

か』三輪眞木子著 中央公論社 2003 214p.

（中公新書，1714） 

 図・開架・図書 【007.5 / Mi 68】 

□『アカデミック・スキルズ』第2版 佐藤望ほか

著 慶応大学出版会 2012 180p. 

 図・開架・図書 【377.15 / A 28】 

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。 

□『フレッシュマンセミナーテキスト』初年次教

育テキスト編集委員会編 東京電機大学出版局 

2009 127p. 

 図・開架・図書ほか 【377.9 / F 92】 

□『選択の科学』シーナ・アイエンガー著 櫻井祐子

訳 文藝春秋 2010 380p. 

 図・開架・図書 【361.5 / I 97】 

□『ピアで学ぶ大学生の日本語表現』大島弥生ほ

か著 ひつじ書房 2005 109p. 

 図・開架・図書ほか 【816.5 / P 58】 

□『図解フィンランド・メソッド入門』北川達夫

ほか著 経済界 2005 85p. 

 図・開架・図書 【372.386 / Z 6】 
 

 ＊レポートの作成に関する文献については，附属

図書館2階の「論文作成用図書」コーナー，環境・

情報科学館2階のラーニングコモンズでも利用でき

ます。 

 

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） 

  三重大学蔵書検索(図書・雑誌・視聴覚資料)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/） 

 

 

□ 「モナリザ・スマイル」（DVD） 

 図・視聴覚コーナー 【請求通番：1530】 
 

□ 「遠い空の向こうに」（DVD） 

 図・視聴覚コーナー 【請求通番：1691】 

 

□ 「いまを生きる」（DVD） 

 図・視聴覚コーナー 【請求通番：1528】 
 

□ 「プラダを着た悪魔」（DVD） 

 図・視聴覚コーナー 【請求通番：1760】 

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 

３.図書 

２.チームワークのテーマに関するキーワード 

１.キーワード等 

４.視聴覚資料 

http://opac.lib.mie-u.ac.jp/opc/
http://ufinity02.jp.fujitsu.com/milai/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://opac.ndl.go.jp/


 

□『データでみる県勢』矢野恒太記念会編 国勢
社 1988-  

 図・開架・参考図書ほか 【351 / D 65】 

□『三重県勢要覧』三重県編 三重県企画部統計課  

 図・和雑誌・地方自治体 

□『伊勢年鑑』 伊勢新聞社 1966-  

 図・開架・参考図書ほか 【059.1 / I 69】 

 

□三重大学附属図書館利用案内 

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

□三重県立図書館 

（http://www.library.pref.mie.lg.jp/） 
 

□津市図書館 

（http://www.library.city.tsu.mie.jp/） 
 

□工学部の建築学科図書室：建築学科棟2階 
 

□文部科学省（http://www.mext.go.jp/） 
 

□Webシラバス：「4つの力」スタートアップセミ
ナー（2014年度，工学部建築学科） 

（http://syllabus.mie-u.ac.jp/?action=display&id=14757） 
 

 

 

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

 

  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：300～2000円程度, 約10日間必要） 

□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) 

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

  ○？参考調査カウンター ：平日 9:00～17:00 

□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 

  ○？ 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) 

 

三重大学附属図書館(2014/5/13作成) 

 

  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://japanknowledge.com/） 

□『建築大辞典』 彰国社 1993 

 図・開架・参考図書ほか 【520.3/Ke 41】 

 

雑誌に掲載された論文を探すには 

   雑誌記事：CiNii Articles 

 国内の学術論文を検索可能 

  (http://ci.nii.ac.jp/) 

  ＊定額ｱｸｾｽ契約（電子ジャーナル（本文）閲覧数の増加) 

  ＊学外からは統一アカウントで利用可能 

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

   雑誌記事：Magazine Plus 

  (http://www.lib.mie-u.ac.jp/database/list/mp_connect.html) 

 

□ 伊勢新聞（三重県関係の記事） 

 図・1階新聞コーナー 

 *発行紙のほか、一部はマイクロ資料で利用できます。詳細↓ 

  (http://www.lib.mie-u.ac.jp/guidance/student/micro.html) 

□ 全国紙各紙の地方欄（三重県関係の記事） 

 図・1階新聞コーナー 

 *新聞リストはこちらから↓ 

  (http://www.lib.mie-u.ac.jp/guidance/student/news_list.html) 

 

新聞に掲載された記事を探すには 

  聞蔵
きくぞう

Ⅱ ビジュアル 

  ＊朝日新聞の記事検索 ＊学内限定 ＊同時アクセス 1 

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

   日経テレコン21 

    ＊日経四紙の記事検索 *学内限定 *同時アクセス 2 

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

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 

８.参考図書（統計） 

９.その他の情報 

11.問い合わせ先 

＊不明な点については 

10.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。 

７.新聞 

６.雑誌（掲載論文） 

５.参考図書（事典類） 

三重大学附属図書館HP 

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

    いつでもたずねてください 

http://www.lib.mie-u.ac.jp/guidance/student/
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http://syllabus.mie-u.ac.jp/?action=display&id=14757
http://www.lib.mie-u.ac.jp/info_education/pathfinder/
https://opac.lib.mie-u.ac.jp/portal/user.php?plang=jpn
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