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パスファインダーは、あるテーマについて調べるときに役

立つ資料やツールを紹介した「情報探索の道しるべ」です。

このパスファインダーでは公衆衛生についての調べ方をご

案内します。 

パスファインダー 

「公衆衛生」 
についてしらべる 
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1. キーワードを決める  

効率的な情報検索には適切なキーワードが必要です。辞書・辞典などを参考にして関連キー

ワードを探しましょう。 

 

公衆衛生 食品衛生 保健 感染症 免疫 ウィルス 細菌 感染予防 パンデ

ミック 食中毒 ワクチン 手洗い 上下水道 生活習慣病 地域保健 健康診

断 予防接種 保健所 母子手帳 精神保健 メンタルヘルス ストレス 保険

医療制度 WASH 健康格差 ヘルスプロモーション 

 

２．参考図書で調べる  

辞書や辞典から基本的な情報を得ることができます。 

検索キーワードを増やすのにも役立ちます。 

請求記号 資料情報 配架場所 

[R 031 ｾ]  館内閲覧 
『世界大百科事典 2009 年改訂新版』 

（全 34 巻）平凡社 2009  

２F 

参考調査室 

[493 ｶ]   館内閲覧 

資料番号：0960462792 

『感染症事典』 

感染症事典編集委員会／編 オーム社 2012.01 

２F 

参考調査室 

 

３．図書を探す  

図書は NDC（日本十進分類法）の順に並んでいます。以下の分類記号を参考に、図書館の

書架を探してみましょう。 

 

369 社会福祉 491 基礎医学   492 医学診断・治療法  

493 内科学  495 婦人科学 産科学  498 公衆衛生 予防医学 

499 薬学  518 衛生工学   528 建築衛生 

598 家庭衛生 

＊下落合図書館内の以下のコーナーもご覧ください。 

１F 介護・高齢者支援コーナー（別置記号 KI） １F 地域資料コーナー（別置記号 C） 

２F 子育てコーナー（別置記号 KS）  ２F 参考調査室 

 

また、検索機（OPAC）を使って新宿区立図書館の蔵書を調べられます。所蔵館や配架場所、

請求記号を確認しましょう。他館からの取り寄せも可能です。 

＊ホームページからも検索できます。 

新宿区立図書館ホームページ https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/  

https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/
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（検索結果の例） 

請求記号 書誌情報 配架場所 

[491 ｽ] 

資料番号：0960156210 

『免疫学の基本がわかる事典 カラー図解』 

鈴木隆二／著 西東社 2015.7 

２F 

一般書架 

[492 ﾔ] 

資料番号：0960670237 

『最新健康診断と検査がすべてわかる本』 

矢冨裕／編著 時事通信出版局 時事通信社 2019.5 

２F 

一般書架 

[493 ｽﾞ] 

資料番号：0960162780 

『図解 知っておくべき感染症 33 原因・症状・予

防法』今村顕史／監修 西東社 2015.10 

２F 

一般書架 

[498 ｷ] 

資料番号：0960293451 

『Q&A ストレスチェック実施ガイド 職場のメン

タルヘルス対策への活用と留意点』 

小笠原六川国際総合法律事務所／編著 清文社 2015.09 

２F 

一般書架 

[KS 493 ｸ] 

資料番号：0960581295 

『予防接種のえらび方と病気にならない育児法』 

黒部信一／著 現代書館 2017.05 

２F 

子育て 

[C 498 S ｹ '19] 

資料番号：0960687605 

『新宿区の保健衛生 令和元年版 事業概要』 

新宿区健康部健康推進課 2019.08 

１F 

地域資料 

 

雑誌一般 『NHK きょうの健康』NHK 出版 
１F 

雑誌コーナー 

雑誌一般 『日経ヘルス』日経 BP 
１F 

雑誌コーナー 

 

４．インターネットで調べる  

 

▼オンラインデータベース 

以下のオンラインデータベースは新宿区立図書館内のインターネットサービスよりご利用

いただけます。カウンターより申し込みください。 

 

・ジャパンナレッジ 百科事典等 

・聞蔵Ⅱビジュアル 朝日新聞オンライン記事 

・ヨミダス歴史館  読売新聞オンライン記事 

・日経テレコン 21  日本経済新聞記事及びビジネス情報 

・magazine plus  雑誌記事・論文情報 

・D1-law.com  第一法規 法総合情報 
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▼インターネットサイト 

・新宿区（ホーム ＞くらし ＞健康・医療・衛生） 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/index.html 

新宿区の保健福祉、生活衛生、女性の健康専門相談、感染症・予防接種などの情報を掲載 

 

・東京都福祉保健局 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/ 

東京都の福祉・保険・医療の各施策、報道発表、お知らせ、相談窓口などを掲載 

 

・厚生労働省（ホーム >政策について >分野別の政策一覧 >健康・医療） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/index.html 

健康づくり、生活衛生、医療保険、水道事業などについての政策情報を掲載 

 

・ｅ－ヘルスネット （厚生労働省）  

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/ 

生活習慣病予防のための健康情報サイト 

 

・農林水産省（ホーム ＞消費・安全 ＞安全で健やかな食生活を送るために）

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/ 

効果的な手洗いの方法や高齢者の方への予防対策などを掲載 

 

5. 新宿区内の関連施設  

 

■ 新宿区保健所 

・牛込保健センター 〒162-0851 新宿区弁天町 50 番地   TEL 3260－6231 

・四谷保健センター 〒160-0008 新宿区四谷三栄町 10 番 16 号 TEL 3351－5161 

・東新宿保健センター 〒160-0022 新宿区新宿 7 丁目 26 番 4 号 TEL 3200－1026 

・落合保健センター 〒161-0033 新宿区下落合 4 丁目 6 番 7 号 TEL 3952－7161 

 

■ 東京都健康福祉局 

〒163-8001 東京都新宿区西新宿 2 丁目 8 番 1 号 TEL 5320－4032 

 

■ NIID 国立感染症研究所 戸山庁舎 

〒162-8640 東京都新宿区戸山 1-23-1 TEL 03-5285-1111 

指定管理者 

Li
新宿区立下落合図書館 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/index.html
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/

