2021.10 作成

岩手県立図書館
パスファインダー No.112

このパスファインダーは、あるテーマを調べるときに役立つ図書館資料
や他のツールを紹介するための道しるべです。
今回のテーマは「SDGｓ（エス ・ディー ・ジー・ ズ）」です。
SDGs とは、
「 Sustainable Development Goals（持続可 能な開発
目標）」の略 で、地球 を守るため、国連が 定めた「 2030 年ま でにやる
べ き 」世界共通の 17 の目標 のことです 。 みんなが笑顔で 暮らせる未
来 の ために SDGs について考 えてみませんか？

テーマについて調べるキーワードは？
情報にたどり着くカギとなるキーワードを考えます。ひとつのテーマに結びつくいろ
いろなキーワードから、新たな切り口や、情報の的が絞られます。
例
SDGs 持続可能な開発目標 17 の目標 環境問題 貧困 福祉 ジェンダー
教育 平和 消費 労働 平等 まちづくり 事業
再生可能エネルギー など

プロジェクト

岩手県立図書館
電話：019-606-1730 FAX：019-606-1731
https://www.library.pref.iwate.jp/

2030 年

キーワードをもとに図書館資料を探そう！
１．蔵書検索機＜ＯＰＡＣ（オーパック）＞を使ってみよう。
館内にある蔵書検索機＜ＯＰＡＣ＞で、当館の蔵書を調べることができます。キー
ワードや、本のタイトル、編著者名などを入力して検索します。
当館所蔵の検索結果の一部をご紹介します。
【３階：参考図書コーナー】
資料情報
請求記号
『世界統計年鑑』63 集(2020)
国際連合統計局∥編集 原書房編集部∥訳 原書房 2021 年
◆ 経済社会問題総局統計局により準備された年鑑の第 63 版。2020 R/350.9/ｾｶ
年 7 月までに国際機関および各国関係機関から収集したデータに基 /63
づき、世界・地域・国レベルでの社会・経済活動に関する国際統計
を一冊に編纂。

『事典持続可能な社会と教育』
日本環境教育学会∥編 日本国際理解教育学会∥編 日本社会教育学会
∥編 日本学校教育学会∥編 SDGs 市民社会ネットワーク∥編 グロー
バル コンパクト ネットワーク ジャパン∥編 教育出版 2019年
◆ 持続可能な社会のイメージを明確にし、持続可能な社会の構築のた
めに今すべきことを理解できる事典。気候変動とエネルギー、生態
系と物質循環、教育政策の課題、教育方法の革新等、分かりやすく
解説。

R/519.07/ｼﾞﾃ

【３階：一般開架・ユースコーナー・児童コーナー】
資料情報

請求記号

『生物多様性を問いなおす』高橋 進∥著 筑摩書房
『SDGs 危機の時代の羅針盤』
南 博∥著 稲場 雅紀∥著 岩波書店 2020 年
『図解 SDGs 入門』
村上 芽∥著 日経 BP 日本経済新聞出版本部

2021 年

468/ﾀｶ
333.8/ﾐﾅ
333.8/ﾑﾗ

2021 年

『13 歳からの食と農 家族農業が世界を変える』関根 佳恵∥著 Y611.7/ｾｷ
ユースコーナー
かもがわ出版 2020 年
『マークで学ぶ SDGs 街でみつかるマーク』
J333/ﾏｸ
児童コーナー
蟹江 憲史∥監修 ほるぷ出版 2021 年
２．直接、棚に行ってみよう。≪ブラウジング≫
図書館の本には、１冊ごとにテーマを表す分類記号が付いています。各コーナーで
この分類番号の棚に行くと、同じような内容の資料が近くにならんでいます。
分類番号
333.8
518.52
519

テーマ
経済協力. 経済援助
ごみ
環境工学. 公害

519

分類番号

ダツ
1

巻冊記号

新聞・雑誌記事（論文）を探そう！
１．データベース（電子資料）を使ってみよう。館内限定
当館では、以下のデータベースで新聞・雑誌記事（論文）を探すことができます。
※ご利用の際には手続きが必要です。４階カウンターまでどうぞ。
岩手日報記事情報

岩手日報の記事を、2004（平成 16）年 4 月から検索できま
す。ただし、事故、事件、裁判の記事は除かれます。

ジャパンナレッジ
Lib

あらゆる項目を辞書や事典を中心とした情報源から検索す
ることができます。

聞蔵Ⅱビジュアル

朝日新聞記事1945（昭和20）年～AERA創刊号1988（昭和
63）年5月～等が検索できます。

医中誌 Web

ヨミダス歴史館

検索結果の一部をご紹介します。
記

事

データベース

「北上 持続可能な開発目標へ人材育成 市と北上学園が
協定」
『岩手日報』 2020（令和 2 年）.8.27 朝刊 19 頁

岩手日報記事情報

２．関連雑誌を直接見てみよう。
資料情報

場所

請求記号

「アエラ to SDGs」
『AERA』第 34 巻 第 36 号 通巻 1871 号
2021.8.16-23 合併増大号 朝日新聞出版

新聞・雑誌
コーナー

S051/ｱ 5

「ジェンダー平等は取り組むべきテーマ －組織
委理事インタビュー－」
『中央公論』第 135 巻 第 6 号 通巻 1651 号
2021.6 中央公論新社

新聞・雑誌
コーナー

S051/ﾁ 2

３．「CiNii Articles－日本の論文をさがす」を使ってみよう。インターネット
https://ci.nii.ac.jp/
日本語で書かれた雑誌や、学術論文を探すことができます。本文リンクのあるもの
は、そのまま本文を閲覧することもできます。
４．国立国会図書館オンライン「NDL ONLINE」を使ってみよう。インターネット
https://ndlonline.ndl.go.jp/
国内で刊行された学術雑誌、紀要を中心に、人文科学、社会科学、自然科学の記事
が検索できます。

インターネットで関連サイトを探そう！
即時性があり、検索に便利です。
テーマに関連するウェブサイトをご紹介します。（2021 年 10 月 8 日現在）
◆『外務省ホームページ』
https://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html
トップページのトッピックス「持続可能な開発目標(SDGs)」より、国や自治体、様々な
企業の取組事例を見ることができます。

◆『国際連合広報センター』
https://www.unic.or.jp/
楽しみながら学べる SDGｓすごろくや、SDGs のポスター・ロゴ・アイコンおよびガイドラ
インをダウンロードする事ができます。

◆『Iwate-Eco「イワテエコ」岩手の環境情報ポータルサイト』
http://www.iwate-eco.jp/
NPO 法人環境パートナーシップいわてが発信するいわて環境情報ポータルサイトです。

SDGs に関心を持つ方々が集い、対話を楽しみながら学び合うカフェ。
「いわて SDGs カ
フェ」からのお知らせもあります。

他の図書館等の所蔵を調べよう！

【インターネット】

１．当館のホームページで・・・
https://www.library.pref.iwate.jp/
県内図書館横断検索で、岩手県内の公共図書館、大学図書館などの所蔵状態を一度
に検索できます。
２．国立国会図書館のホームページで・・・
https://iss.ndl.go.jp/
国立国会図書館サーチで、国立国会図書館をはじめ全国の公共図書館、公文書館、
美術館や、学術研究機関等が提供する資料、デジタルコンテンツを総合的に検索で
きるサービスです。
３．「CiNii Books－大学図書館の本をさがす」で・・・
https://ci.nii.ac.jp/books/
全国の大学図書館が所蔵する本（図書・雑誌）の情報を検索することができます。

文献を入手しよう！
「当館以外の場所にある本が読みたい」
→ お取り寄せできる場合がございます。カウンターでご相談ください。
「本や雑誌、紀要などの論文の複写がほしい」
→ 有料となりますが、お取り寄せできる場合がございます。カウンターで直接、
ご相談・お申込みください。

