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  広島修道大学図書館  作成日：2016.3.1 

 
 

 
「経済学」に関する情報の探し方がわかります。レポート作成等のため情報検索のガイドとして活用してください。 
 
“■”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」からアクセスできます。 

 
キーワード・関連語 

経済社会 市場 ミクロ経済 マクロ経済 経済分析 

数理経済学 経営システム 計量経済学 消費 公共 

財政 金融 ファイナンス など 

 
入門的な情報源 

■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』などが利用できます。 

○『世界大百科事典』（平凡社）  

請求記号：031/H51 ２階参考図書コーナー 

 

＜図書館で所蔵している辞典類（一例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配架場所 

有斐閣経済辞典 第 5 版 金森久雄

ほか編 有斐閣 2013 

330.33/ 

Ka 45 

2 階参考 

図書 

岩波現代経済学事典 伊藤光晴編 

岩波書店 2004 

331.03/ 

I 89 

2 階参考 

図書 

経済学用語辞典 佐和隆光編 日

本経済新聞社 2006 

080/ 

N 73 

3 階新書・

文庫 

 

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。 
 経済学の請求記号には主に３３１が付いています。 

＜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 

経済学の考え方・学び方 第 3 版  
岡村宗二著 同文舘出版 2014 

331/ 

O 43 

3 階一般

図書 

経済学のセンスを磨く 大竹文雄著 

日本経済新聞出版社 2015 
331.04/ 

O 82 

3 階一般

図書 

心と体にすーっとしみこむミクロ経済

学 市野泰和著 中央経済社 2015 
331.7/ 

I 16 

3 階一般

図書 

基礎からわかるマクロ経済学  

第 4 版 家森信善著 中央経済社 

2015  

331.7/ 

Y 49 

3 階一般

図書 

 

●国内で刊行されている本を探す 
■CiNii(ｻｲﾆｨ) Books－大学図書館の本をさがす 

全国の大学図書館等が所蔵する本（図書や雑誌

等）の情報を検索できます。 

■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。 

■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、雑誌、雑誌記事や新聞などが検索でき

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ま

す。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 請求記号 配架場所 

エコノミスト Z330/ECO-001 
2 階新着雑誌 

BN：2 階電動書架 

経済 Z330/KEI-010 
2 階新着雑誌 

BN：2 階電動書架 

経済分析 Z330/KEI-011 
2 階新着雑誌 

BN：1 階書庫 

経済セミナー Z330/KEI-021  
2 階新着雑誌 

BN：2 階電動書架 

週刊東洋経済 Z330/TOY-002 
2 階新着雑誌 

BN：2 階電動書架 

 
 
 
 

経済学関係資料の調べ方 
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●国内で刊行されている雑誌を探す 

■CiNii(ｻｲﾆｨ) Books－大学図書館の本をさがす 

全国の大学図書館等が所蔵する本（図書や雑誌

等）の情報を検索できます。 

■Webcat Plus 

一致検索では、図書と雑誌が検索できます。 
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です。国内で刊行さ

れている図書や雑誌が検索できます。 

 
●雑誌記事・論文を探す 

 ■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。一部の論文は全文データが検

索できます。 

■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です。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 

フォーカス政治 3 年目のアベノミクス マクロ政策偏重を

打 破 で き る か  塩 田 潮  『 週 刊 東 洋 経 済 』  6587 

p.100-101 2015 

タクシー事業の規制緩和と経済学 (特集 交通経済学へ

の招待)  青木亮 『経済セミナー』  681 p.35-40 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、配架場所へ直行!! なければ、他大学から

有料で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 

最新 1 年分の新聞は 2 階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。2 階雑誌コーナー奥の電動

書架にあります。 

 

＜図書館で所蔵している新聞（一例）＞ 

新 聞 名 

朝日新聞 中国新聞 

日本経済新聞 日経ヴェリタス 

毎日新聞 読売新聞 

■購読紙一覧は図書館ＨＰのＱ＆Ａを参照してください。 

●新聞記事データベースで探す 
新聞記事は、データベースを利用すればテーマ、キ

ーワード、日付等から簡単に検索することができます。

ＰＤＦファイル等で全文を読むこともできます。 
■聞蔵 II ビジュアル（学内専用／2 アクセス） 

  朝日新聞の全文記事データベースです。 『AERA』

『週刊朝日』の記事検索も可能です。 
  ■日経テレコン（学内専用／アクセス制限なし） 
   1975 年以降の日経４紙（日本経済新聞、日経産業

新聞、日経ＭＪ、日経金融新聞）の記事が収録さ

れています。その他企業情報や人事情報を検索

することができます。 

 

専門的な情報源 

経済学者や経済思想を知ることも、経済学に関する情

報を調べる際の手助けになります。 
例：アダム・スミス、マルクス、ケインズ、ミル、リカード、

シュムペーター、宇沢弘文、ピケティ、など 
  資料情報 請求記号 配架場所 

入門経済思想史：世俗の思想家た

ち ハイルブローナー著 八木甫ほ

か訳 筑摩書房 2001 

331.23/ 

H 51 

3 階一般

図書 

現代の経済思想 橋本努編 勁草

書房 2014 

331.04/ 

H 38 

3 階一般

図書 

ノーベル経済学賞の 40 年：20 世

紀経済思想史入門 上・下 トーマ

ス・カリアー著 小坂恵理訳 
筑摩書房 2012 

331.2/ 

Ka 66 

3 階一般

図書 

 

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。 

  ■e-Stat 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。（内閣府「経済財政白書」、厚生労働省

「労働経済白書」、消費者庁「消費者白書」、等） 

■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。 

 


