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雑誌・雑誌記事から情報を得る 

広島修道大学図書館 作成日 2015.12.22 

 

 

 
皆さんが就職活動等に向けて業界研究をする際に、役立つ資料や情報を収集するための手順をまとめました。 

社会・経済の仕組みを知り、自分の将来を考えていくうえで活用してください。 

“■”このマークが付いているものは、図書館ホームページ < データベース検索 > < オンライン・ジャーナル>  内にリンクされています。

 

 「業界」とは、事業内容や商品を同じくする企業群の 

ことです。業界研究をするには、まず世の中にどんな業界 

があるのか把握し、そのなかで自分が興味のある業界 

について詳しく調べてみると良いでしょう。 

 

○○業（界）・産業・商業・工業・企業・経営・ビジネス 

サービス・メーカー・流通・小売・マーケティング など 
 

 

 

 

●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 

を調べることができます。キーワード等で検索をすると、 

求める資料の所蔵の有無、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 請求記号 配架場所 

よくわかる○○業界 600/Sa 22 
2 階白書・ブック 

レット等 

最新○○業界の動向とカラク

リがよ〜くわかる本  
600/Z 6 

2 階白書・ブック 

レット等 

ひろしま業界地図 602.17/H 73 3 階一般図書 

朝日キーワード 813.7/A 82 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おり、

この記号順に書架に並んでいます。 

070 ジャーナリズム 510 建設工学 

318 地方自治・行政 537 自動車工学 

335 企業・経営 499 薬学 

336 経営管理 588 食品工業 

338 金融・銀行 610 農業 

339 保険 673.3 小売業 

366.29 職業 675 マーケティング 

369 社会福祉 680 運輸・交通 

370 教育 689 観光事業 

377.9 学生・就職問題 699 通信(郵便・放送) 

 

 

＜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 

金融機関マネジメント : バン

カーのための経営戦略論 
338.5/Ka 95 3 階一般図書 

小売業・サービス業のマーケ

ティング 
673.7/O 96 3 階一般図書 

CSV 観光ビジネス : 地域とと

もに価値をつくる 
689.4/F 64 3 階一般図書 

 

●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 

蔵書検索（OPAC）で本学図書館の蔵書を調べることが 

できます。 

＜図書館で所蔵している雑誌（一例）＞ 

※《 》は各雑誌が取り扱う業界・テーマを示しています。 

資料情報 請求記号 配架場所 

ガバナンス《地方自治体》 Z310/GAB-001 2 階新着雑誌 

不動産鑑定《不動産》 Z320/FUD-001 2 階新着雑誌 

エコノミスト《経済・外交・社会》 Z330/EKO-001 2 階新着雑誌 

月刊金融ジャ-ナル《金融》 Z330/KIN-001 2 階新着雑誌 

日経ビジネス《経済・経営》 Z330/NIK-002 2 階新着雑誌 

週刊東洋経済《経済・社会》 Z330/TOY-002 2 階新着雑誌 

月刊ビジネスアイエネコ《エネルギー》 Z510/CHI-001 2 階新着雑誌 

激流《流通・小売》 Z670/GEK-001 2 階新着雑誌 

Logi-biz《物流》 Z670/ROJ-001 2 階新着雑誌 

商業界《小売・卸売・製造・サービス》 Z670/SHO-003 2 階新着雑誌 

Travel journal《観光》 Z680/TOR-001 2 階新着雑誌 

 

●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。 

 

キーワード・関連語 

図書から情報を得る 

はじめに―業界って何？ 

業界研究をしよう！ 



2/2 

Web サイトから情報を得る 

新聞記事から情報を得る 

 

●雑誌記事を探す 

■CiNii(ｻｲﾆｨ) Articles-日本の論文を探す 

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 記事検索サービス  

『日経ビジネス』や『日経 TRENDY』等、日経 BP 社が 

発行する雑誌のﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ記事を、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 

「業界全体での利用促進を進める : 公的機関の支払いに活用を」 
諸江 博明 『金融財政事情』 66(26), 16-17, 2015-07-06  

請求記号 : Z330/KIN-003 

配架場所 : 2 階新着雑誌/ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ 1 階 

「お客に愛される商いを究めよ! 小売業界の怪物アマゾンに勝つ

絶対ルール」 
竹内謙礼 『商業界』 68(5), 48-52, 2015-05  
請求記号 : Z510/KAN-010 

配架場所 : 2 階新着雑誌/ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ 1 階 

※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。） 

レファレンスカウンターにてご相談ください。 

 

 

 

● 専門紙/縮刷版を利用する 

最新 1年分の専門紙は 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 

日経 MJ 新聞 日本経済新聞縮刷版 

日経産業新聞 朝日新聞縮刷版 

日経ヴェリタス 毎日新聞縮刷版 

週刊観光経済新聞 中国新聞縮刷版 

 

●データベースを利用する 

下記のデータベースを利用すれば、キーワードや日付 

などの条件に応じた新聞記事を探し出すことができます。 

テキスト形式のほか PDF ファイルで紙面を閲覧・印刷する 

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 

 

 

■JapanKnowledge Lib 

東洋経済新報社発行の『会社四季報』が収録されて 

おり、全上場企業の情報を検索・閲覧できます。 

■日経テレコン（従量制） 

 ※２階レファレンスカウンターでの代行検索となります。 

中国新聞をはじめ、各地方の新聞記事を検索できます。 

その他専門データベースも収録しており、企業情報や 

財務情報に関連する情報をより詳しく検索できます。 

 

 

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 

統計でみる日本 351/N 71 
2 階白書・ブックレット等 

(禁帯出) 

日本の統計 351.05/N 71 
2 階白書・ブックレット等 

(禁帯出) 
中小企業白書 335.35/C 67 

2 階白書・ブックレット等 

(禁帯出) 

労働経済白書 

 

366.02/R 59  

 

2 階白書・ブックレット等 

(禁帯出) 

業種別業界情報  

: ナマの業界百科事典 
603.6/C 67 2 階参考図書 (禁帯出) 

 

＜図書館で所蔵している資料（一例）＞ 

資料情報 請求記号 配架場所 

プロジェクト X : 挑戦者たち 210.76/N 69 
2 階視聴覚コーナー   

(禁帯出) 

プロフェッショナル  

: 仕事の流儀 

366.29/N 69 
2 階視聴覚コーナー   

(禁帯出) 

 

 

関連のある Web サイトから情報を得ることができます。 

● 代表的なサーチエンジン 

 「Yahoo!」：情報を人の手で分野分けして提供 

 「Google」：ページ分析による重要度判定を検索結果に反映 

 「Goo」 ： 自動処理プログラムが情報収集 

● 関連サイト 

「業界動向SEARCH.com」 http://gyokai-search.com/ 

「帝国データバンク」  https://www.tdb.co.jp/index.html 

経済産業省 http://www.meti.go.jp/statistics/index.html 

厚生労働省  http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/toukei/ 
総務省統計局  http://www.stat.go.jp/  

映像資料から情報を得る 

データベースから情報を得る 

参考図書から情報を得る 


