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入門的な情報を調査する 

キーワード・関連語 

広島修道大学図書館 作成日 2016.7.11 

 

 

 

「金融」についての情報の探し方がわかります。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、図書館ホームページ <データベース検索> 内にリンクされています。 

 

 

金融、直接金融、間接金融、為替、投資、金融取引、 

デリバティブ、金融機関、金利、金融市場、金融制度、 

金融システム、金融政策、規制緩和通貨、貨幣、資本、 

資金、需要、供給、景気、家計、資産、利益など 

 

 

文献を探す前に、データベースや辞典を使ってテーマに

関する基本的な知識や背景を調査しましょう。 

■JapanKnowledge Lib 

『日本大百科全書』、『現代用語の基礎知識』、『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図書（一例）＞ 

資料情報 請求記号 配架場所 

経済・金融 : プロフェッシ

ョナル用語辞典 

330.33/ 

Me 25 
2階参考図書 

 

 

● 図書館にある図書を探す 

✽ OPACで探す 

図書館 HPにある「蔵書検索（OPAC）」で本学図書館の蔵

書を探すことができます。キーワード等で検索をすると、

所蔵の有無、書誌情報、請求記号、配架場所がわかります。 

＜図書館で所蔵している図書（一例）＞ 

資料情報 請求記号 配架場所 

金融が支える日本経済 :  

真の成長戦略を考える 

332.1/ 

Sa 46 
3階一般図書 

貨幣と金融政策 : 

貨幣数量説の歴史的検証 

337.1/  

H 69 
3階一般図書 

エッセンシャル金融論 
338/  

U 32 
3階一般図書 

MBA・金融プロフェッショナル

のためのファイナンスハンド

ブック 

338.1/  

W 41 
3階一般図書 

現代の国際金融を学ぶ : 

理論・実務・現実問題 

338.9/   

N 34 
3階一般図書 

 

✽ テーマの書架に行って探す 

図書にはテーマを表す分類記号が１冊ごとに付いてお

り、記号順に書架に並んでいます。 

 

 

＜関連度の高い分類記号（一例）＞ 

337 貨幣.通貨 338.1 金融市場.資金 

337.8 物価 338.12 金利.利子 

337.9 景気変動 338.13 貨幣市場 

338 金融 338.32 金融行政.法令 

338.01 金融理論・学説 338.9 国際金融 

 

● 国内で刊行されている図書を探す 

■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図書や雑誌の情報を検

索できます。 
 

 

● 図書館にある雑誌を探す 

✽ OPACで探す 

図書と同様に、「蔵書検索（OPAC）」で本学図書館の蔵書

を探すことができます。 

＜図書館で所蔵している雑誌（一例）＞ 

※BNはバックナンバーの意味です。 

資料情報 
請求記

号 
配架場所 

銀行法務 21 
Z320/ 

GIN-001 
2階新着雑誌 
(BN:1階書庫) 

エコノミスト 
Z330/ 

EKO-001 
2階新着雑誌 
(BN: 2階電動書架) 

フィナンシャル・レビュー 
Z330/ 

FAI-002 
2階新着雑誌 
(BN: 2階電動書架) 

旬刊経理情報 
Z330/ 

KEI-027 

2階新着雑誌 

(BN:1階書庫) 

月刊金融ジャーナル 
Z330/ 

KIN-001 
2階新着雑誌 
(BN: 2階電動書架) 

週刊金融財政事情 
Z330/ 

KIN-003 

2階新着雑誌 

(BN:1階書庫) 

国際金融 International 

finance journal 

Z330/ 

KOK-002 
2階新着雑誌 
(BN: 2階電動書架) 

日経ビジネス 
Z330/ 

NIK-002 

2階新着雑誌 

(BN:1階書庫) 

週刊東洋経済 
Z330/ 

TOY-002 
2階新着雑誌 
(BN: 2階電動書架) 

 

● 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図書や雑誌の情報を検

索できます。 

 

雑誌・雑誌記事で調べる 

金融について調べる 

図書で調べる 
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● 雑誌記事を探す 

■CiNii(ｻｲﾆｨ) Articles-日本の論文をさがす 

学協会等で発行された学術雑誌を検索でき、 
記事の書誌情報や本文を閲覧することが可能です。 
 

 ■日経 BP 雑誌記事検索サービス 
『日経ビジネス』や『日経マネー』等、日経 BP社が発行
する雑誌のバックナンバー記事を、テキスト形式または
PDF形式でダウンロードできるサービスです。 

 

＜CiNii Articlesで検索できる雑誌記事（一例）＞ 

記事情報 

「データで見る 各国金融政策 : 日銀・FRB・ECB 量的

緩和、マイナス金利の効果は限定的 (世界史に学ぶ金融

政策) -- (黒田緩和と歴史の教訓)」 

小玉 祐一『エコノミスト』 94(15), 33-35, 2016-04-05 

請求記号：Z330/EKO-001 

配架場所：新着 2階新着雑誌/ BN 2階電動書架 

「総量規制の今日的意義 : 金融システム安定化への課

題 (特集 不動産融資のゆくえ)」 

高 史明『月刊金融ジャーナル』57(5), 16-19, 2016-05   

請求記号：Z330/KIN-001  

配架場所：新着 2階新着雑誌/ BN 2階電動書架 

※記事が掲載されている刊行物や該当巻号の所蔵が無い 

場合は他大学に複写の申込みができます。 

（料金は自己負担です。） 

 

 

● 専門誌／縮刷版を探す 

最新 1年分の原紙は 2階新聞コーナーに、縮刷版は 

2階雑誌コーナー奥の電動書架に置いてあります。 

＜図書館で所蔵している専門紙/縮刷版＞ 

専門紙 縮刷版 

日本経済新聞 日本経済新聞縮刷版 

日経 MJ 朝日新聞縮刷版 

日経産業新聞 毎日新聞縮刷版 

日経ヴェリタス 中国新聞縮刷版 
 

● データベースで探す 

キーワードや日付などの条件に該当する新聞記事を簡

単に探すことができます。全文はもちろん、PDFファイル

で掲載紙面を閲覧することも可能です。 

＜図書館で利用できるデータベース＞ 

データベース 新聞 収録期間 

日経テレコン 

日経４紙 

(経済、産業、

MJ、金融) 

1975.4～現在 

1987～2008(金融) 

聞蔵Ⅱビジュアル 朝日新聞 1879.1～現在 

ヨミダス歴史館 読売新聞 1874.11-現在 

毎索 毎日新聞 1872.3-現在 

 

更に深くテーマを掘り下げるには専門事典、白書、年鑑 

などの情報源が役立ちます。 

＜図書館で所蔵している図書（一例）＞ 

資料情報 請求記号 配架場所 

国民経済計算年報 
330.59/ 

Ke 29 
2階参考図書 

経済財政白書 
332.1/   

Ke 29 

2階白書・ 

ブックレット等 

世界経済の潮流 
333.6/   

Se 22 

2階白書・ 

ブックレット等 

日本金融名鑑 
338.03/  

N 71 
2階参考図書 

 

 

 

データベースを使って情報を収集することもできます。 

■NX-Web 

為替、金利、債券、証券(株式)、投資信託、商品の市場
動向を幅広くカバーし、これらの金融市場関連情報（マ
ーケットデータ、ニュース）を配信しています。 

 ■CEIC Database 

マクロ経済データ、産業統計、金融情報など、産業動向

の調査や戦略的な経済分析・予測に活用できるデータが

収録されています。 

※利用を希望される方は 2階レファレンスカウンター

でお申し込みください。 

 

 

 関連のある Webサイトから情報を得ることができます。 

 「金融庁」http://www.fsa.go.jp/ 

金融制度に関する法案や審議会の答申、報告を掲載

しています。 

 「財務省」http://www.mof.go.jp/ 

予算・決算、国債、財政投融資など金融に関する 

情報を掲載しています。 

 「日本銀行」http://www.boj.or.jp/ 

各種レポートや調査論文、統計を収録しています。 

 「Yahoo!ファイナンス」   

http://finance.yahoo.co.jp/ 

国内、海外のマーケット情報を見ることができます。 

財政、金融、経済の分野に関する統計集です。 
 

 「Bloomberg」https://www.bloomberg.co.jp/ 

株式、債券、為替などの金融情報に関するニュース

を提供しています。 

 
 

参考図書で調べる 

新聞記事を探す 

Webサイトで調べる 

データベースで調べる 

http://www.fsa.go.jp/
http://www.mof.go.jp/
http://www.boj.or.jp/
http://finance.yahoo.co.jp/
https://www.bloomberg.co.jp/

