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宮崎公立大学附属図書館 

作成日：2015.10.16  更新日：2018.01.15 

 
Pathfinder of “Intercultural communication” 

情報収集の道しるべ「異文化間コミュニケーション」編 

 
キーワード：このコトバで検索してみよう！ 

   
 

   

  

 
 

基本用語・情報の確認 

本で調べる 

・『 An introduction to intercultural communication : identities in a global 

community. / Fred E. Jandt』（Sage, 2016） 
【請求記号: 361.45||J21（配置場所：閲覧室）】 

・『Intercultural communication : a contextual approach / J.W. Neuliep』（Sage, 

2015                  【請求記号:361.45||N67（配置場所：閲覧室）】 

・『Understanding Global Cultures: Metaphorical Journeys Through 31 Nations, 

Clusters of Nations, Continents, and Diversity / Gannon and Pillai』（Sage, 

2013）                  【請求記号:361.45||G19（配置場所：閲覧室）】 

 

 

データベースで調べる ⇒図書館ホームページ＞データベース検索 

○ブリタニカ・オンライン・ジャパン（百科事典データベース） 

○知恵蔵・・・「聞蔵Ⅱビジュアル （朝日新聞記事データベース）」内にあり 

 
 

図書を探す 
まず最初は、学内の図書から探してみよう！ 

■関連するテーマの本棚を探す 

 ☆分類番号・分類項目名をチェック！  

※分類番号：本の背表紙に貼ってあるラベルの一段目の数字 

※分類項目名：分類番号に対する概念（おおよその包括ジャンル） 

Culture: society, intercultural  “communicating between cultures” , < country name >, 
Japan, Japanese, religion, diaspora, stereotypes, culture shock, cross-culture, identity, 
ethnic, diversity 
Communication: media, television, symbols, speech, talk, conversation, meaning, 
language, discourse, intercultural competence, education, tourism 
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分類番号 分類項目名 分類番号 分類項目名 

141 Humor, Love, Emotion 147  

200 

Religions, myths, magic 

291  

302 

Country guides (e.g. a 

guide to Russia) 

361.4  

361.5 

Intercultural 

communication  

361.5 Culture 377.6 Study abroad 

383.1 Clothing 699 TV & Media 

700  

702 

Art 801 Communication theory 

807 Intercultural 

competence 

809  

815 

Linguistics 

830  History of English  913  

999 

Foreign novels 

 

■OPAC で探す 

  →タイトルに“Intercultural Communication”と入れて検索してみる。 

  →キーワードに“Culture”“Communication”“Global”などのキーワードを入れて

検索してみる 

 

■教員オススメ本 

・『Kiss bow shake hands [Series]/Terri Morrison and Wayne A. Conawa』 

（Adams Media）         【請求記号: 361.42[etc.]||Mo78（配置場所：閲覧室）】 

 ・『Figuring foreigners out : a practical guide. /Craig Storti』（Intercultural Press, 

1999）                【請求記号:361.45||St7（配置場所：閲覧室）】 

 ・『Culture Shock [Series]』（Marshall Cavendish） 
【請求記号:302||C59（配置場所：閲覧室）】 

 ・『Understanding global cultures : metaphorical journeys through 31 nations, 

clusters of nations, continents, and diversity. /Martin J Gannon, Rajnandini 

Pillai』（Sage, 2013）         【請求記号:361.5||G19（配置場所：閲覧室）】 

 ・『The Japanese mind : understanding contemporary Japanese culture. 

/Roger J. Davies & Osamu Ikeno』（Tuttle Publishing, 2002） 
【請求記号:302.1||D46（配置場所：閲覧室）】 
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次に、本学にはない本も探してみよう！ 

 ○NDL-OPAC 

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されたほとんどの本を検索できる 

 ○CiNii Books（本学 OPAC の「他大学検索」タブから検索できます。） 

   日本の大学図書館の図書・雑誌が検索でき、所蔵館も分かる 

 

論文・雑誌記事を探す 

自身の研究をより深く専門的に進めていくためには、論文や雑誌記事は必要不可欠です。

図書と違い、出版されるまでにかかる時間が比較的短いので、新しい話題に関する情報を

収集する際にも有効です。 

■web 上に公開されている雑誌から記事を探す 

学会のホームページ等から目次や本文が閲覧できるものがありますので、参考にしてく

ださい。 

資料情報 
公開巻号 

（発行年） 
公開範囲 

Anthropological Journal of European Cultures 

http://www.jstor.org/journal/anthjeurocult 

17(１)-23(2) 

（2008 – 2014） 
本文あり 

The Journal of Classroom Interaction 

http://www.jstor.org/journal/jclassinte 

12(1)-48(2) 

（1976 – 2013） 
本文あり 

Asian Ethnology 

http://www.jstor.org/journal/asianeth 

67(1)-75(2) 

2008 - 2016 
本文あり 

Studies in popular culture  

http://www.jstor.org/journal/studpopucult 

1(1)-38(2) 

（1977 – 2016） 
本文あり 

※いずれも図書館内および学内設置の PC より利用可 

 

■本学図書館に所蔵している雑誌から記事を探す 

雑誌名 内容 
所蔵巻号 

（発行年） 
配架場所 

Time Western events especially 

America 

[Asia ed] 

175-189,190(1-28) 
（2010-2018） 

[Pasific ed] 

142-175 
（1993-2010） 

ブラウジング

ホール 
集密書架 
センター書庫 

(巻号による) 

The new york 
times magazine 

American Contemporary culture 過去半年分保管 
ブラウジング
ホール 

The economist Global events and affairs 326-425 

（1993-2017） 

ブラウジング

ホール 
集密書架 

http://www.jstor.org/journal/anthjeurocult
http://www.jstor.org/journal/jclassinte
http://www.jstor.org/journal/asianeth
http://www.jstor.org/journal/studpopucult
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■データベースから論文や雑誌記事を探す 

 ○CiNii Articles（本学 OPAC の「論文検索」タブから検索できます。） 

学協会刊行物・大学研究紀要・国立国会図書館の雑誌記事索引といった豊富なデー

タの中から、学術論文や著者の情報を検索することができるデータベースです。検

索結果から論文本文を直接利用できるコンテンツも多く含まれています。 

   ※本文が閲覧できる論文には、「機関リポジトリ」「J-STAGE」「DOI」「CiNii-PDF

オープンアクセス」などのリンクがあります。 

 ○Web OYA-bunko 

大宅壮一文庫の雑誌記事索引検索データベースです。主に大衆誌を中心に明治時代

から最新までの約５２０万件の索引を収録し、各時代の空気や世相を知る上で貴重

なツールとなっています。 

 

新聞記事を探す 

自身の研究に関する最新のニュースや動向を調べるには、新聞が有効です。 

■原紙：図書館には過去 6 か月分を保管しています 

 朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞、産経新聞のそれぞれ東京版と地方版 

宮崎日日新聞、東京新聞 

 

■データベース：図書館のホームページにリンクをはっています 

 膨大な量の新聞記事から必要な情報を探し出すためにはデータベースが有効です。 

データベース名 対応する新聞 アクセス可能範囲 

聞蔵Ⅱビジュアル・フォーライブラリー 朝日新聞 図書館内のみ 

毎日 News パック 毎日新聞 学内 

日経テレコン 21 日経新聞、その他 図書館内のみ 

宮日データベース 宮崎日日新聞 図書館内のみ 

 

より専門的な情報源を探す 

自身の主張等に対する客観的な根拠を得るためには統計、年鑑、白書等が有効です。 

書名 請求記号 配架場所 

Statistical handbook of Japan 351||St2||2002-2006 集密書架 

 

役に立つ Web サイト 

○National Geographic（https://www.nationalgeographic.org/） but especially 

‘Enduring Voices' （https://www.nationalgeographic.org/projects/enduring-voices/） 

○about.com（http://www.about.com/ *dotdash.com） and any country you wish to 

study and about travel（http://www.about.com/travel/ *TripSavvy） or any topic 

https://www.nationalgeographic.org/
https://www.nationalgeographic.org/projects/enduring-voices/
http://www.about.com/
http://www.about.com/travel/
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using the search bar 

○The guardian（www.guardian.co.uk） 

○Japan times（http://www.japantimes.co.jp/community） 

○curosity.com（www.curosity.com） 

○Tofugu（http://www.tofugu.com/）about Japan and Japanese culture 

○The Asia pacific journal : japan focus（http://www.japanfocus.org） 

○Multicultural Japan （http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~mikenix1/co/mcj/index.html） 

○The hofstede centre（https://www.hofstede-insights.com/）all about the deep 

cultural dimensions individualism etc...  especially ‘National culture'

（https://www.hofstede-insights.com/models/national-culture/） and ‘Compare 

countries'（https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/） 

 

※他にも、「intercultural communication」に関する研究施設が公開しているホームペー 

ジが数多くあります。 

 

探している資料が MMU 図書館にないとき、こんな方法があります 

■ILL サービス 

 ・他大学の図書館等から図書の現物や複写物を取り寄せることができます。 

 ・ILL サービス利用に伴う、複写料、送料などの負担については、WEB サービスの利用上

の注意事項をご確認ください。 

■リクエスト 

 ・図書館に所蔵していない図書について、購入をリクエストすることができます。 

 ・リクエストの上限（同一年度内で、一人 1 万円まで）を越えたり、資料収集方針に合

致しないなどの理由により、リクエストを却下することもあります。 

http://www.guardian.co.uk/
http://www.japantimes.co.jp/community
http://www.curosity.com/
http://www.tofugu.com/
http://www.japanfocus.org/
http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/%7Emikenix1/co/mcj/index.html
https://www.hofstede-insights.com/
https://www.hofstede-insights.com/models/national-culture/
https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/
https://www.miyazaki-mu.ac.jp/uploads/attention_gakunai.pdf
http://www.miyazaki-mu.ac.jp/attention_gakunai.pdf

