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観光で地域を元気に！～町おこしを考える～
長岡市立図書館で利用できる資料やオンラインデータベース等を使って、求める情報に
効率よくたどり着くためのヒントをまとめました。
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キーワード
オンライン目録（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。
観光、地方活性化、地域活性化、町おこし、地域振興、地域おこし、地方創生、地域開発、地域再生、
ほか

入門的な情報源
そもそも、
「地域活性化」
「町おこし」って、何？言葉の意味やテーマの意味が不明確な場合は「キーワ
ード」を手がかりに百科事典、用語事典を引いてみましょう。
＜図書館で所蔵している図書（一例）＞
資料情報（書誌情報）
『現代用語の基礎知識 2017』
自由国民社 ,2017.1 1363p
『観光学大事典』
香川 眞／編 木楽舎 2007.11 388p

請求記号･資料 ID
SK031 ゲ
121493753
SK689.0 カ
121418644

配置場所
中央参考
中央参考

図書を探す
●市内の所蔵を探す
○テーマの棚に行って探す
図書には 1 冊毎にテーマを表す分類番号が付いていて、この番号順に書架に並んでいます。
＜関連分野の分類記号＞
291

日本の地理・
地誌・紀行

318.6

地方開発行政

689

観光事業

○OPAC で調べる
オンライン目録（ＯＰＡＣ）で市立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、請求記号がわかります。
＜図書館で所蔵している図書（一例）＞
資料情報（書誌情報）
『観光学 基本と実践』改訂新版
溝尾 良隆／著 古今書院 2015.1 12,160p
『地域創造のための観光マネジメント講座』
観光力推進ネットワーク・関西／編 学芸出版社
2016.11 214p
『国内観光資源ハンドブック』第 3 版
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請求記号･資料 ID
689 ミ
121252241

配置場所
中央参考

318.6 コ
113795488

中央一般

291 カ
113150999

中央一般

勝岡 只／著 中央書院 2011.2 238p
●国内で刊行されている図書を探す
○「NDL-OPAC」

インターネット http://opac.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る。
○「CiNii Books」
インターネット http://ci.nii.ac.jp/books/
明治以前の図書から新刊書まで日本語の図書・雑誌が探せる。所蔵している図書館も表示される。
○「Books.or.jp」
インターネット http://www.books.or.jp/
国内で発行された入手可能な書籍が検索できる。出版社のホームページやオンライン書店へのリン
クもある。

雑誌・雑誌記事を探す
●雑誌の探し方
○ 市内の所蔵を探す
オンライン目録（ＯＰＡＣ）で市立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、請求記号がわかります。
＜図書館で所蔵している主な雑誌＞
資料情報（書誌情報）
『観光とまちづくり』季刊 日本観光振興協会
『地域づくり』月刊 地域活性化センター
『ＴＵＲＮＳ』隔月 第一プログレス

配置場所
中央一般
中央一般
中央一般

○ 国内で刊行されている雑誌を探す
1 「雑誌新聞総かたろぐ」メディア･リサーチ・センター 冊子
現在刊行されている雑誌、新聞が調べられる。
2 「NDL-OPAC」

インターネット

http://opac.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る。
3「CiNii Books」
インターネット http://ci.nii.ac.jp/books/
明治以前の図書から新刊書まで日本語の図書・雑誌が探せる。所蔵している図書館も表示される。
4「雑誌ネット」
インターネット http://www.zassi.net/
雑誌の最新刊号の表紙、中吊り広告、立ち読み、定期購読申込ができる。

●雑誌記事の探し方
○ 記事索引データベース
1 「国立国会図書館雑誌記事索引」（NDL-OPAC）インターネット

http://opac.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・自然科学の記事情報が検索可能。
2 「CiNii Articles」インターネット http://ci.nii.ac.jp
学協会で発行された学術雑誌と大学等で発行された研究紀要の両方を検索できる。
＜こんな雑誌記事が検索できます＞
記事情報
『ダムツーリズムと地域活性化』三橋さゆり／著
ダム技術(365),31-38,ダム技術センター,2017.2
『「観光地域づくり」と地域資源の生かし方』清水愼一／著
市政(774:66(1)),24-26,全国市長会館,2017.1
『鉄道で町おこし 北海道新幹線は当初は苦戦 観光列車と博物館が人を呼ぶ』梅原淳／著
週刊ダイヤモンド(104(1)),122-123,ダイヤモンド社,2016.12
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新聞・新聞記事を探す
●原紙／縮刷版
新聞コーナーと閉架書庫にあります。縮刷版は現物の新聞をそのまま縮小して冊子体にしたもので、
巻頭の索引を使うと関連するテーマの新聞記事が検索できます。
＜図書館で所蔵している新聞＞
新聞名
新潟日報 朝刊・夕刊（原紙） 新潟日報社
朝日新聞（縮刷版） 朝日新聞社

配置場所
中央書庫
中央書庫

●新聞記事の探し方
○ 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データベース＞
データベース
聞蔵ビジュアルⅡ
新潟日報記事データベース
日経テレコン 21

新聞
朝日新聞
新潟日報
日本経済新聞

収録期間
2004 年 4 月以降
1975 年以降の日経 4 紙ほか

＜こんな新聞記事が検索できます＞
記事情報
『長岡花火の拠点施設などを五輪前に整備／新潟県』
朝日新聞朝刊 2016 年 11 月 29 日 新潟全県・1 地方面（27 面）
『タブレット使い乗客に観光発信 上越、タクシーで実験』
新潟日報朝刊 2017 年 3 月 2 日 上中-10 版 17 頁

専門的な情報源
更に深くテーマを掘り下げるには専門事典、白書、年鑑などの情報源が役立ちます。
資料情報（書誌情報）
請求記号･資料 ID
『観光白書』
SK689.2 カ
国土交通省観光庁／編 日経印刷 （年刊）
『観光の実態と志向』 日本観光振興協会／編集
SK689.0 カ
日本観光振興協会 （年刊）
『事典・日本の観光資源 ○○選と呼ばれる名所 15000』
SK291.0 ジ
日外アソシエーツ 2008.1 582p
121420186
ＡＶ資料
ビデオや DVD などの視聴覚資料も参考になります。
資料情報（書誌情報）
『「中山間地域」の再生～地域の魅力作りのポイント～』
(DVD) 地域活性化センター 2010.1
『みんなでつくる、新しい地域のかたち ～「緑の分権改革」
による地域活性化～』地域活性化センター 2011.2
Web サイト
●関連サイトの紹介
○ 「観光庁」 http://www.milt.go.jp/kankocho/index.html
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請求記号･資料 ID
D61 チ
170108278
D60 ミ
170113864

配置場所
中央参考
中央参考
中央参考

配置場所
中央一般
中央一般

○ 「地域づくり支援ネット」 http://chiikidukurisien.jp/

類縁機関
●類縁機関の紹介
○「国立国会図書館」 http://opac.ndl.go.jp/
〒100-8924 千代田区永田町 1-10-1 電話:03-3581-2331（代）
○「国土交通省図書館」 http://www.milt.go.jp/about/librarymain.html
〒100-8918 千代田区霞が関 2-1-2 合同庁舎第 2 号館 14 階 電話：03-5253-8332
○「地域活性化センター」 https://www.jcrd.jp/
〒103-0027 中央区日本橋 2-3-4 日本橋プラザビル 13 階 電話：03-5202-6131

図書館にない資料を入手するには
●所蔵している図書館を調べる
○「新潟県立図書館」 http://www.pref-lib.niigata.jp/
県内の図書館で所蔵する図書の横断検索ができます。所蔵がある場合、お近くの公共図書館を通じて借
りることができます。
○「国立国会図書館サーチ」 http://iss.ndl.go.jp/
国内の県立図書館で所蔵があるか調べることができます。所蔵がある場合、お近くの公共図書館を通じて
借りることができます。
○「NACSIS Webcat」 http://webcat.nii.ac.jp/
全国の大学図書館等が所蔵する図書・雑誌の総合目録データベース。探している資料がどの図書館
にあるのかを調べる。

●文献複写／相互貸借／購入を依頼する。
探している資料が図書館にない場合は以下のサービスが利用できます。
（＊長岡市に在住・在勤・在学の方のみ利用可能。
）
○文献複写・相互貸借
国立国会図書館・他公共図書館等の類縁機関の資料の複写・借り出しができます。相互貸借申込み
用紙に記入の上申し込んでください。
○購入依頼
購入してほしい本がある場合は、リクエストカードに記入して下さい。
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