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 広島修道大学図書館  作成日 2008.04.01 改訂日：2015.04.01 

 

 

 

“■”このマークが付いているデータベースは図書館ＨＰ「データベ－ス検索」からアクセスできます。 

 

キーワード・関連語 
商業 経営 マーケティング 流通 観光 地域活性化  

企業経営 会計 資産 金融 貿易 

入門的な情報 

■JapanKnowledge Lib  

『日本大百科全書』，『現代用語の基礎知識』 

『プログレッシブ英和中辞典』『会社四季報』 

『週刊エコノミスト』などが利用できます。 

＜図書館で所蔵している辞典（一例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配架場所 

経営学大辞典 第 2 版  

中央経済社 1999 

335.03/ 

Ko13 

２階参考 

図書 

会計学辞典 第 6 版 

同文舘出版 2007 

336.9/ 

Ko95 

２階参考 

図書 

最新・基本経営学用語辞典 

同文舘出版 2010 

335.03/ 

Y86 
２階参考 

図書 

 

図書を探す 

●広島修道大学図書館の所蔵を OPACで探す 

オンライン目録（ＯＰＡＣ）で本学図書館所蔵の本を調

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） 
請求

記号 

配架 

場所 

マーケティングは進化する：クリエイティ

ブな Market＋ing の発想 水野誠 

同文舘出版 2014 

675/ 

Mi96 

 

3 階一般

図書 

外客誘致の経済分析：日本のインバウ

ンド観光と地域開発 平井貴幸  

五絃社 2012 

689/ 

H64 
3 階一般

図書 

観光による地域活性化の経済分析 

角本伸晃 成文堂 2011 

689/ 

Ka14 
3 階一般

図書 

●テーマの棚に行って探す 

図書には１冊ごとにテーマを表す分類記号が付いて、この記

号順に書架に並んでいます。 

 

330 経済 673 商業経営 

335 企業･経営 675 マーケティング 

336 経営管理 678 貿易 

670 商業 689 観光事業  

●国内で刊行されている本を探す 

■NDL-OPAC  

国立国会図書館の蔵書目録。明治以降国内で刊

行されている図書や雑誌が検索できます。 

■Webcat Plus 

江戸期前から現代までに出版された日本の書物を

「一致検索」や「連想検索」で探すことができ、所蔵し

ている図書館も表示されます。 

■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

版社ホームページやオンライン書店へのリンクもあり

ます。 

雑誌・雑誌記事を探す 

●広島修道大学図書館の所蔵を OPACで探す 

オンライン目録（ＯＰＡＣ）で本学図書館所蔵の雑誌を 

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） 請求記号 配架場所 

エコノミスト 
Z330/ 

EKO-001 
2 階新着雑誌 

日経ビジネス 
Z330/ 

NIK-002 
2 階新着雑誌 

商業界 
Z670/ 

SHO-003 
2 階新着雑誌 

週刊ダイヤモンド 
Z330/ 

SHU-002 
2 階新着雑誌 

週刊東洋経済 
Z330/ 

TOY-002 
2 階新着雑誌 

企業診断 
Z330/ 

KIG-004 
2 階新着雑誌 

 

●国内で刊行されている雑誌を探す 

■Webcat Plus 

一致検索では、図書と雑誌が検索できる。所蔵し 

ている図書館も表示されます。 

■NDL-OPAC  

 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ます。 

商学関係資料の調べ方 
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●雑誌記事の探し方 

 ■CiNii(ｻｲﾆｨ)Articles：日本の論文をさがす 

大学の研究紀要と学協会の雑誌の論文を収録し

たデータベースです。一部の論文には全文データ

が収録されています。 

■magazineplus（マガジンプラス） 

 国内最大の雑誌・論文記事のデータベース。一般

週刊誌から学術雑誌まで広く収録されています。 

＜こんな雑誌記事が検索できます＞ 

記事情報 

岡田邦喜 マーケティング視点に立った地域のインバウンド

観光戦略（特集 外国人観光客 2000 万人時代へ） 

『商工ジャーナル』 40(4) 14-17 2014 

井上芳郎 地域ブランド戦略を核とした地域活性化戦

略：マーケティング視点からの考察 『流通科学大学論

集 流通・経営編』 27(2) 1-16 2015 

論文の掲載雑誌が本学図書館にあるか、OPAC で調

べてみましょう。あれば配架場所へ、なければ他大学

から複写を取り寄せることができます。 

新聞・新聞記事を探す 

●原紙／縮刷版 

日刊新聞は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。 

＜図書館で所蔵している新聞（一例）＞ 

新聞名 配架場所 

朝日新聞（日刊） 新聞コーナー 

日本経済新聞(日刊) 新聞コーナー 

毎日新聞縮刷版 2 階電動書架 

●新聞記事の探し方 

 ○データベ－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。 

＜図書館で所蔵している新聞（一例）＞ 

データベース 新聞 収録期間 

聞蔵Ⅱビジュアル 朝日新聞 1879 年～ 

日経テレコン 

日本経済新聞 

日経産業新聞 

日経ＭＪ 

日経金融新聞 

1975 年～ 

毎索 毎日新聞 1872 年 3 月～ 

ヨミダス歴史館 読売新聞 1874 年 11 月～ 

 

■中国新聞の記事検索をするには・・・ 

    日経テレコン従量制の記事データベ－スで検索し

ます。レファレンスカウンターにご相談ください。 

専門的な情報源 

更に、深くテーマを掘り下げるには専門辞典、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 

配架 

場所 

Dictionary of development 

economics 開発経済学事典 渡辺

利夫ほか編 弘文堂 2004 

333.8/ 

W 46 

２階参考 

図書 

マーケティング・コミュニケーション大

辞典 宣伝会議編 宣伝会議 2006 

674.0/

Se59 

２階参考 

図書 

観光学大事典 香川眞編 

木楽舎 2007 

689.0/

Ka17 

２階参考 

図書 

経済財政白書 内閣府編 日経印刷 
332.1/ 

Ke29 

2階白書・ブッ

クレット等 

ジェトロ貿易投資白書 

ジェトロ  

678.2/

Ka21 

2階白書・ブッ

クレット等 

世界経済の潮流 内閣府政策統括

室編 日経印刷 

333.6/ 

Se22 

2階白書・ブッ

クレット等 

 

ＷＥＢサイト 

キーワードを参考に関連の WEB サイトを検索してみ

ましょう。 

 ●政府情報 

■電子政府の総合窓口・・・各府省庁の情報を検

索できます。 

■政府統計の総合窓口・・・各府省庁の統計デー

タを総合的に収録し提供しています。 

■白書・・・各府省庁白書の全文情報を提供してい

ます。 

●その他 

■日本貿易振興会（ジェトロ）・・・世界各国・地域

のビジネス情報を見ることができます。 

■アジア経済研究所・・・ジェトロ内にあり日本にお

ける開発途上国研究の拠点で、実態と課題

を研究し世界に提供しています。 

■日本銀行・・・日本銀行のホームページ。金融関 

係の情報を見ることができます。 


