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高齢者介護について調べるには
高齢社会が進む昨今、老後も健康に生活したいものです。自分や家族が介護を必要と
している方、老後に備えたい方など、介護について調べることのできる資料を紹介しま
す。
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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。

介護、介護保険法、要介護、要支援、居宅介護、ホームヘルパー、デイサービス、シ
ョートステイ、グループホーム、福祉用具、住宅改修、ケアマネジャー

入門的な情報源
そもそも、
「介護」とはなんでしょうか？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／編集 自由国民社
2016.1 1444p
『実用介護事典 改訂新版』
大田 仁史／監修 三好 春樹／監修 講談社
2013.7 834p

請求記号･資料 ID
SK 031 ゲ
121493753

配置場所
中央／
参考

SK(R) 369.0 ジ
中央／参考
121241467（中央） 南／一般
41053149（南）

図書を探す
●長岡市立図書館内の所蔵を探す
○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＞
367.7

家庭問題－老人

369.2

老人福祉
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○OPAC で調べる
オンライン目録（ＯＰＡＣ）で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）
『これで安心!親が 70 過ぎたら必ず備える 40 のこ
と 病気・介護・亡くなったあと』
本田 桂子／著 技術評論社 2017.3 191p
『すぐに役立つ入門図解介護施設・高齢者向け住
宅のしくみと疑問解決マニュアル』
若林 美佳／監修 三修社 2017.3 231p
『今こそ知りたい新潟の介護』
岡田 史／監修 新潟日報事業社 2015.9
124ｐ

請求記号･資料 ID
367.7 ホ／
113851331（中央）
310836887（西）
369.2 ス／
11347183

配置場所
中央・西／
一般

Ｎ369 イ／
150716207（郷土）
150716165（郷書）

中央／
郷土
郷書

中央／
一般

●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
○ 長岡市立図書館内の所蔵を探す
オンライン目録（ＯＰＡＣ）で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）
「ケアマネジャー」 中央法規出版 月刊
「月刊ケアマネージメント」

環境新聞社

請求記号･資料 ID

月刊

配置場所
西館／
雑誌
南館／
雑誌

●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(サイニイ)：NII 論文情報ナビゲータ」 インターネット
http://ci.nii.ac.jp/cinii/servlet/CiNiiTop#
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。
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＜こんな雑誌記事が検索できます＞

記事情報
「特集 民間介護事業者の行方 : 新たなサービス創出から混合介護まで」
医療タイムス : 週刊医療界レポート 医療タイムス社 2017.3.6（2293）p.4-8
「健保連定時総会 介護納付金の総報酬割に断固反対 : 高齢者のさらなる自己負担の議論
求める」 週刊国保実務 社会保険実務研究所 2017.3.6（3050） p.25-29

新聞・新聞記事を探す
●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Ⅱビジュアル
新潟日報データベース
日経テレコン 21

新聞
朝日新聞
新潟日報
日経各紙

収録期間
1985 年以降
2004 年 4 月以降
1975 年以降

＜こんな新聞記事が検索できます＞
記事情報
「２０２５年問題へ連携焦点 医療・介護報酬、１８年度同時改定へ議論」
朝日新聞 2017 年 3 月 23 日 ７ページ（総合面）
「設置進む地域包括ケア病棟：県内に３７カ所 在宅復帰を支援 多分野の専門職が対応」
新潟日報 2017 年 3 月 14 日 ２１ページ（生活面）

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
『介護保険六法 平成 28 年版』
SK 364.4 カ／
中央法規出版 2016.7
121262539
『少子高齢社会総合統計年報 2017』
SK 365.5 シ／
三冬社 2016.12 337p
121494652
『長岡市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 第 N ｼ 369.1 ナ／
6 期』
150748523
長岡市福祉保健部福祉総務課／編 長岡市
2015.3 167p

配置場所
中央／
参考
中央／
参考
中央／
郷土

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）
請求記号･資料 ID
「古武術式 カラダにやさしい介護術」
D36 コ
人間考学研究所／製作 インター・アート・コミッ 170102537
ティーズ 2006
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配置場所
中央／
視聴覚

Web サイト
キーワードを参考に、手がかりとなる単語やカテゴリーから関連サイトを検索しましょう。

●代表的なサーチエンジン
○「Yahoo!」 http://www.yahoo.co.jp/
ディレクトリ型＝情報を人の手で分野分けして提供。
○「Google」 http://www.google.co.jp/
独自方式＝リンクを利用したページ分析による重要度判定を検索結果に反映

●関連サイトの紹介
○「厚生労働省 介護事業所検索 介護サービス情報公表システム」
http://www.kaigokensaku.jp/
○「福祉・保険・医療情報-WAMNET」
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/
○「新潟県 介護保険制度・事業者情報」
http://www.pref.niigata.lg.jp/kourei/
○「長岡市ウェブサイト」
http://www.city.nagaoka.niigata.jp//

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/
国立国会図書館をはじめ、全国の公共図書館、学術研究機関等が所蔵する図書・雑誌の
総合目録データベース。
○「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。

●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・他市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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