長崎大学附属図書館経済学部分館
2018 年 7 月 8 日更新

「TPP が日本に与える影響」のしらべかた
1. キーワードを知ろう
 OPAC や各種データベースを検索する際に利用するキーワードの例です。
さまざまなキーワード、組み合わせで検索してみましょう。

TPP、自由貿易地域、環太平洋戦略的経済連携協定、WTO、GATT、
環太平洋、農業、アメリカ、離脱、トランプ、オバマ、貿易、GDP、
早期発効、FTA、知的財産、電子商取引、完全累積制度、関税撤廃

2. 言葉の意味を知ろう
 言葉の意味や定義が曖昧なときは、用語辞典や百科事典でキーワードを引いてみまし
ょう。経済分館の所蔵では以下のような図書、また、データベースが利用できます。
書誌情報

請求記号

配架場所

貿易用語辞典／石田貞夫・中村那詮 編, 白桃書
房,2013

678.033 / I72

経済分館参考

有斐閣経済辞典 / 金森久雄, 荒憲治郎, 森口親司
編. 第 5 版, 有斐閣 , 2013

330.33 / Ka45

経済分館参考

JapanKnowledgeLib(ジャパンナレッジリブ)
※百科事典・辞書類のデータベース

3. 図書を探そう
(1) 学内の所蔵を探す
 テーマの棚に行って探す

http://www.lb.nagasakiu.ac.jp/siryo-search/database/

図書には 1 冊毎にテーマを表す分類番号が付いていて、番号順に書架に並んでいます。
＜関連分野の分類記号＞
分類番号

分類名

678.3

通商条約・協定
関税・税関

611

農業経済

 OPAC で調べる
オンライン目録(OPAC)で本学図書館の蔵書を調べることができます。
OPAC は図書館 HP や、館内の OPAC 用 PC で利用することができ、所蔵の有無、配架
場所、請求記号がわかります。
 経済分館で所蔵している図書(一例)
 テーマについて理解を深めるために、まずはこれらの図書がおすすめです。
書誌情報

請求記号

配架場所

678.3 / W46

2F 開架

TPP が日本を壊す / 廣宮孝信著. 扶桑社 , 2011

678.3 / H71

2F 開架

TPP と日本の論点 / 農山漁村文化協会編. 農山漁
村文化協会 , 2011

678.3 / H97

2F 開架

「TPP 開国論」のウソ : 平成の黒船は泥船だった
/ 中野剛志責任編集 ; 東谷暁, 三橋貴明, 中野剛志
著. 飛鳥新社 , 2011

678.3 / N39

2F 開架

米国の研究者が書いた TPP がよくわかる本 / ジェ
フリー・J・ショット, バーバラ・コトチュウォー,
ジュリア・ミュール著 ; 前野高章, 三浦秀之訳. 日
本経済新聞出版社 , 2013

678.3 / Sc7

2F 開架

611.48 / O38

2F 開架

TPP 参加という決断 / 渡邊頼純著. ウェッジ ,
2011

TPP で暮らしと地域経済はどうなる / 岡田知弘,
伊藤亮司, にいがた自治体研究所編. 自治体研究
社 , 2011

※配架場所は変更する場合があります

(2) 学内に所蔵がない図書を探す
 長崎県内図書館横断検索で調べる(http://www.lib.pref.nagasaki.jp/odn/)

長崎県内の公共図書館・大学図書館等の蔵書を一括して検索することができます。
利用したい資料が県内他図書館にございましたら、無料で取寄せができますので、カウン
ターにてお申し込みください。
 CiNii Books で調べる(http://ci.nii.ac.jp/books/)
大学図書館の蔵書を検索できます。カウンターで他大学図書の取寄せの手続きができます。
費用は往復の送料で、おおよそ 1 週間程度で到着します。
 NDL-OPAC で調べる(https://ndlopac.ndl.go.jp/)
国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている図書や雑誌が検索できます。
蔵書があれば、図書館で貸出の申し込みができます(有料)。
 Webcat Plus(http://webcatplus.nii.ac.jp/)
明治以前の図書から新刊書まで約 250 万冊の日本語の図書が「連想検索」できます。ま
た、所蔵している図書館も表示されます。

4. 雑誌・論文を探そう
(1) 雑誌の探し方
オンライン目録（OPAC）で本学図書館の蔵書を調べることができます。資料の所蔵の
有無、配架場所がわかります。
＜経済分館で所蔵している雑誌の例＞
書誌情報
貿易と関税

所蔵年次

配架場所

1978-2018

経済学部分館

(2) 論文を探す
CiNii Articles(http://ci.nii.ac.jp/)で論文を検索します。
国内の学術論文や研究紀要が検索可能な論文データべースで、一部 Web 上で全文を閲
覧することもできます。論文の詳細画面から、掲載誌情報、本学の所蔵などを検索する
ことが可能です。

＜CiNii Articles で検索可能なテーマに関する論文(一例)＞
論題

掲載誌情報

所蔵・全文

アメリカの TPP 協定離脱と日本の
東アジア評論 9, 1-10, 2017
FTA 戦略

全文あり
(機関リポジトリ)

日本は TPP を批准すべきか : 米国
桃山学院大学経済経営論集
覇権の凋落と国際貿易･経済秩序の
58(3), 13-31, 2017
変容

全文あり
(機関リポジトリ)

5. 新聞記事を探そう
(1) 新聞記事データベース
 探しているテーマの新聞記事をテーマ、キーワード、日付等から検索して全文を読むこ
とができます。
＜図書館で利用できる新聞記事データベース＞
図書館 HP(http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/siryo-search/database/#shinbun)
 聞蔵Ⅱ
朝日新聞（1985 年～）
、AERA（1988 年 5 月 24 日発行の創刊号～）、週刊朝日（2000 年
4 月～）の記事検索データベース。その他、朝日新聞縮刷版（1945 年～1999 年までの昭
和戦後の朝日新聞紙面を収録）や朝日現代用語・知恵蔵の最新版がご利用になれます。
＜聞蔵Ⅱで利用できるテーマに関する記事(一例)＞
記事タイトル
知財、10 項目前後凍結

TPP 交渉官会合で一致

TPP 協定修正、NZ 求める姿勢

ISDS 条項巡り

掲載紙

発行日

朝日新聞

2017 年 11 月 2 日

朝日新聞

2017 年 11 月 1 日

 日経テレコン 21
1975 年以降の記事検索や、日本経済新聞（1981 年 10 月～）、日経産業新聞（1981 年 10
月～）、日経 MJ（流通新聞）
（1985 年 10 月～）、日経金融新聞（1987 年 10 月～2008 年
1 月）の全文が利用できます。また、長崎新聞（1999 年 7 月 10 日～）の記事検索も可能
です。リアルタイムなニュース速報や企業情報・人事情報も収録されています。

＜日経テレコン 21 で利用できるテーマに関する記事(一例)＞
記事タイトル

掲載紙

発行日

TPP、月内合意へ進展、首席交渉官会合が閉幕、凍
結項目 50 候補の 3 分の 1 確定、残りは閣僚級折衝
へ。

日本経済新聞

2017 年 11 月 2 日

TPP11、NZ 残留へ、新政権、農産品輸出拡大にカ
日本経済新聞
ジ。

2017 年 10 月 31 日

6. 関連する Web サイト
 「環太平洋パートナーシップ（TPP）協定交渉」※外務省ホームページ
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html)
国の対外関係事務全般を司る日本の行政機関。TPP 関連資料を閲覧できる。
 「TPP 等政府対策本部―内閣官房」(https://www.cas.go.jp/jp/tpp/)
内閣の補助機関である内閣官房の中の TPP 等政策本部の HP。
 その他の政府関係 TPP 関連ページリンク
「経済産業省」（http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade/tpp.html）
「農林水産省」（http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tpp/index.html）
「財務省」（https://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/international/epa/index.htm）
「首相官邸」（http://www.kantei.go.jp/jp/headline/tpp2015.html）

