仙台市図書館 パスファインダーNo.24

「まちづくり」について調べる
「まちづくり」に関する調べ方のガイドです。図書館では、様々なツールから情報を
」について調べる
入手できます。
調べ方の案内
①事典や辞書で調べる
⑤視聴覚資料で調べる

②本で調べる ③雑誌で調べる ④新聞で調べる
⑥インターネットで調べる ⑦類縁機関の紹介

キーワードを挙げてみよう
資料検索端末（OPAC）や各種データベースを検索する際に入力するキーワードの例です。
＜主なキーワード＞
まちづくり 地域再生・開発 都市計画 コンパクトシティ 社会学 防災 治安 観光
エコロジー 官民連携 公共空間 地方創生 市街地整備 空き家問題 コミュニティー など

事典や辞書で調べる
調べたい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、用語事典などを引い
てみましょう。

書

名

著者・編者等

分類

『全国都市の特色ある施策集』

2015 年

ぎょうせい

R318

『地方創生まちづくり大事典』

2016 年

竹本 昌史

R318

丸善

R361

総務省統計局

R361

社会教育・生涯学習辞典編集委員会

R379

『社会調査事典』 2014 年
『社会生活統計指標 都道府県の指標』 2015 年

『社会教育・生涯学習辞典』

2012 年

（事典・辞書には分類の前に「R」がついています）

本で調べる
〈仙台市図書館の本を探す〉
●テーマの棚に行って探す
まちづくりに関連する本を探すときは、まず各テーマの棚へ行ってみましょう。
＜関連分野の分類＞
地方行政・地域開発（318） 地域社会（361.7） 住宅政策（365） 都市計画（518）
産業政策・総合開発（601） 商業・商店（673） 観光政策・観光開発（689）
●資料検索端末（館内 OPAC）で調べる
各図書館にある資料検索端末で、図書館の蔵書を調べることができます。
資料の状態（在庫・貸出中など）、配架場所、請求記号（背ラベルに表示の分類）
などがわかります。
また、図書館のホームページ（Web OPAC）からも蔵書検索ができます。
https://lib-www.smt.city.sendai.jp/ （仙台市図書館ホームページ）

＜図書館で所蔵している関連図書の例＞
書

著者・編者等

分類

福留 強

016

土地総合研究所

318

竹山 和弘

318

諸富 徹

318

米山 秀隆

318

吉原 祥子

334

小池 高史

365

2017 年

高橋 大輔

365

『空き家〈マンション〉対策の自治体政策体系化』 2015 年

米山 秀隆

365

『犯罪に強いまちづくりの理論と実践』

小宮 信夫

368

社会教育協会日野
社会教育センター

379

佐藤 一子

379

福川 祐一
城所 哲夫

518

田中 礼治

524

久繁 哲之介

601

牧瀬 稔

601

近藤 三雄

629

辻井 啓作

673

小川 功

689

吉川 美貴

689

真野 洋介
片岡 八重子

689

仙台市歴史民俗資料館

S680

岡田 豊

EC601

『図書館がまちを変える』

名
2013 年

『明日の地方創生を考える』

2015 年

『まちを楽しくする仕事』
『人口減少時代の都市』

2018 年

『縮小まちづくり』

2018 年

2018 年

『人口減少時代の土地問題』
『「団地族」のいま』

2017 年

2017 年

『小さなまちづくりのための空き家活用術』

2015 年

『人がつながる居場所のつくり方』 2014 年
『地域学習の創造

地域再生への学びを拓く』2015 年

『〈まちなか〉から始まる地方創生』

2018 年

『津波に負けない建物づくり・まちづくり』
『競わない地方創生』

2012 年

2016 年

『地域ブランドとシティプロモーション』
『香り植物の緑化デザイン』

2018 年

2015 年

『なぜ繫栄している商店街は 1％しかないのか』 2013 年

『観光デザインとコミュニティデザイン』
『まちづくりの非常識な教科書』
『まちのゲストハウス考』

2014 年

2018 年

2017 年

『仙台のまちと近代交通』 2015 年
『地域活性化ビジネス』 2013 年

（郷土資料には分類の前に「S」が、東日本大震災に関する資料には「EC」がついています。
）

雑誌で調べる
●インターネットを使って雑誌記事・論文を探す
１「国立国会図書館オンライン」（NDL ONLINE）
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
事情報が検索できます。
2「CiNii(サイニィ)：NII 論文情報ナビゲータ」https://ci.nii.ac.jp/
国内で発行された論文や図書・雑誌などの学術情報が検索できるデータベース
サービスです。

＜こんな記事・論文が検索できます＞
論文名

記事･論文情報
執筆者

掲載誌

出版年

収録ページ

【構想日本の"日本まるごと自分ごと化"計画(1)「住民協議会」でまちづくりに参加する】
時の法令 伊藤 伸 2018-08-15 p39-43
【まちづくり むらづくり 地域再生への助走 泣かされた鳥獣害を地域振興の宝に変えて 過疎、高齢化は
美味のジビエが吹き飛ばす 】
AFC フォーラム 細井 孝哲 2018-07 p29-31
【まちづくり むらづくり 地域再生への助走 U・I ターン者らがむら再生へ挑戦 空き家だらけの限界集
落に人口増】
AFC フォーラム 安部 勇 2017-02 p31-33
【地方創生の志士たち（1）～（18）
】

潮

出町 譲

2016-10

新聞で調べる
●原紙／縮刷版
新聞コーナーにあります。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。
●マイクロフィルム（河北新報）
明治 30 年 1 月分から所蔵しています。（市民図書館 4F・一部欠号年度あり）
●新聞記事をデータベースで探す
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＞
データベース名
河北新報データベース
日経テレコン 21《日経 4 紙》

収録期間
1991 年 8 月から
1975 年 4 月から（一部）

聞蔵Ⅱビジュアル
（朝日新聞記事データベース）

テキスト検索は 1985 年から
（縮刷版は 1945～1999 年）

提供館
全館
市民・泉・宮城野

全館

＜こんな新聞記事が検索できます＞
記事情報
［青葉通の将来像提言／仙台・まちづくり協］
河北新報 2018 年 9 月 5 日 本紙(朝刊)
[地域力生かし課題解決／仙台／まちづくりプロジェクト／6 団体取り組み発表／高齢
者の支え合い、交流人口拡大]
河北新報 2018 年 8 月 4 日 本紙(朝刊)
[空き店舗、地域交流拠点に 金沢シーサイド、商店街に新装ラボ/神奈川県]
朝日新聞 2018 年 7 月 29 日 本紙(朝刊)

[乗って楽しいまちづくり／シェアサイクル 未来へこぎ出す／仙台／市民ら 60 人活
用探る]74 河北新報 2018 年 7 月 21 日 本紙(夕刊)
[（だもんで）県内の「まちづくり」学び会う場を 日詰一幸／静岡県]
朝日新聞 2018 年 5 月 24 日

本紙(朝刊)

インターネットで調べる
キーワードを参考に、手がかりとなる単語や分野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
1「Google（グーグル）」 https://www.google.co.jp/
2「Yahoo!（ヤフー）」 https://www.yahoo.co.jp/
●関連サイトの紹介
1「仙台市ホームページ」（住みよい街に まちづくり）
http://www.city.sendai.jp/kurashi/machi/machizukuri/index.html
2「宮城県ホームページ」(まちづくり・地域振興)
http://www.pref.miyagi.jp/life/4/
3「泉区まちづくり推進協議会」
https://www.izumi-machikyo.com/
4「太白区まちづくり推進協議会」
http://taihakumachikyo.org/
5「国土交通省ホームページ」（みんなで進めるまちづくりの話）
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/index.htm
6「まちげんき まちづくり情報サイト」（主催／経済産業政策局 中心市街地活性化室）
https://www.machigenki.go.jp/
7「宮城県商店街振興組合連合会」
http://www.chuokai-miyagi.or.jp/~kensinren/
8「全国中心商店街 地域活性化まちづくり連絡会議」
http://www.machikaigi.jp/
9 ｢コンパクトシティ｣（東北地方整備局）
http://www.thr.mlit.go.jp/compact-city/
類縁機関の紹介
●仙台市生涯学習支援センター（旧仙台市中央市民センター）
http://www.sendai-shimincenter.jp/miyagino/syogaigakusyu/index.html
〒983-0852

仙台市宮城野区榴岡四丁目 1-8

TEL：022-295-0403

FAX：022-295-0810

※仙台市市民センターホームページ

http://www.sendai-shimincenter.jp/index.html
●仙台市市民活動サポートセンター(サポセン)
https://sapo-sen.jp/
〒980-0811

仙台市青葉区一番町四丁目 1-3

TEL 022-212-3010 FAX 022-268-4042

☆ 困ったとき・資料が見つからないときは
読みたい本が見つからないときや、機械の操作が分からないときなどは、
どうぞお気軽にカウンターの職員にお声がけください。
2019 年 3 月

