
 

       ビジネス情報を調べる 

 ＜何を使って調べるか？＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                        

 

 

 

 

図書館の本は内容によって分類番号をつけ、本棚に分類番号順に並べています。調べたい分

野の本が並んでいる棚を探して必要な本にたどり着けます。また、資料検索端末(OPAC)を使

って、書名やキーワードなどから図書館の本を検索できます。書庫や他館の資料はカウンタ

ーにおたずねください。 

 

キーワード 分類 キーワード 分類 

経済全般、経済白書 330経済 株式、銀行、投資 338金融 

資本論、経済学者 331経済学 ビジネスデータ、統計 350統計 

資本主義、経済の歴史 332経済史 労働問題、雇用、労働組合 366労働経済 

ＥＵ、世界経済 333経済政策 ビジネス英語、商用文書 670商業 

起業、中小企業、経営 335企業 サービス業、小売、卸売 673商業経営 

ビジネスマナー、経理 336経営管理 広告代理業、広告 674広告・宣伝 

物価、景気、インフレ 337 貨幣・通貨 マーケティング、販売戦略 675 マーケティング 

パスファインダー（Pathfinder）は調べものの道案内
です。答えに続く道は１本とは限りません。図書館の
さまざまな資料を通じて先へ進むお手伝いをします。 

１ 図書で調べる 図書は、同じジャンルの新旧の情報が得られることや多様な著者の意見

を入手できることから、必要な情報を多角的に入手することができます。情報の速報性や

更新頻度については弱い面があります。 

 

２ 雑誌で調べる 雑誌は、情報の専門性・話題性に富んだ情報源です。定期的に刊行され

るので情報更新の頻度が高いことも特徴です。図書館では保存年限があるため、古い情報

の入手が困難なこともあります。 

 

３ データベース（オンライン版・電子媒体版）で調べる データベースは、蓄積され

たデータから検索機能を使って網羅的かつ効率よく情報を得ることができます。データベ

ースによって検索機能や特徴が異なることに注意が必要です。 

 

４ インターネットで調べる インターネットは、情報の速報性が高く、専門サイトなど

から細分化された情報を得ることができます。ただし、情報の正確性（誰でも情報を掲載

できる）と情報の保存性・反復性（突然のサイト閉鎖、ページの修正・削除）には注意が

必要です。 

 

５ その他  



 １ 図書で調べる 

書名（出版社／出版年／背ラベル） 

☆資料の内容 

所蔵館 

中央 東部 五日市 増戸 

現代日本人名録 新訂（日外アソシエーツ／2002／R-281-ケ） 

☆現代日本の様々な分野の第一線で活躍している人物を収録した人名録。 
●  ●  

国会便覧（広済堂出版／2017／R-314-コ） 
☆政党役員名簿、議員写真略歴など、政界関係資料が満載の便覧。 

●  ●  

日本統計年鑑（総務省統計局／2017／R-351-ニ） 
☆日本の国土、経済、社会文化など広い分野にわたる基本的な統計を収録。 

● ● ●  

情報通信白書 ICT白書（総務省／2017／R-692-シ） 

☆日本の情報通信の現況や情報通信政策の動向をまとめています。 
●    

東京都統計年鑑（東京都総務局／2017／00-351-ト） 

☆都の人口・経済・社会・文化等各分野にわたる基本的な統計資料を体系

的に収録した総合統計書。 

● ● ● ● 

民力（朝日新聞出版／2015／351-ミ） 
☆地域の生産力・消費力を「民力」としてデータ化した地域データベース。 

● ● ● ● 

会社四季報 業界地図（東洋経済新報社／2017／602-カ） 
☆176業界を解説。業界規模、今後の予測、チェックポイントなども収録。 

 ● ●  

日経業界地図（日本経済新聞出版社／2017／602-ニ） 
☆勢力図、提携・出資関係、シェア、ランキングなどを収録し、業界や企

業の現在と今後をグラフ・表を用いて解説。 

  ●  

 
 

２ 雑誌で調べる 

書名／出版社 

☆資料の内容 
刊行種別 

所蔵館 

中央 東部 五日市 増戸 

会社四季報／東洋経済新報社 
☆全国の企業情報ハンドブック。 

季刊 ● ● ●  

エコノミスト／毎日新聞社 

☆経済や外交、社会問題についてのビジネス誌。 
週刊   ●  

週刊東洋経済／東洋経済新報社 
☆明治 28年（1895年）創刊の総合経済誌。 

週刊 ● ● ●  

週刊ダイヤモンド／ダイヤモンド社 
☆経済・金融・企業情報をタイムリーに伝えるビジネス誌。 

週刊 ●  ●  

TIME（タイム）／タイム・インク 
☆世界最大の英文週刊ニュース誌。 

週刊 ●    

ニューズウィーク日本版／CCC メディアハウス 

☆政治・経済・国際情勢など、グローバルな視点の報道誌。 
週刊 ●  ●  

PRESIDENT(プレジデント)／プレジデント社 
☆経営者管理職層を中心としたビジネス情報誌。 

月２回刊 ●   ● 

Wedge（ウェッジ）／ウェッジ 
☆ビジネスマンを対象とする国際ビジネス情報誌。 

月刊 ● ● ●  

THE21（ザ・ニジュウイチ）／PHP 研究所 

☆ビジネスマンのための情報誌。 
月刊 ●    

ダイヤモンド ZAi（ダイヤモンドザイ）／ダイヤモンド社 
☆初心者のためのマネー誌。 

月刊 ● ●   

 



BIG tomorrow (ビッグトゥモロー)／青春出版社 
☆ビジネスマンの経済マネー情報誌。 

月刊 ●   ● 

日経ビジネスアソシエ／日経 BP 社 

☆次世代ビジネスリーダーの情報誌。 
月刊 ●    

選択／選択出版 
☆国際問題、国内政治、国内経済、社会・文化を扱う総合情

報誌。 

月刊 ●    

多摩けいざい／多摩信用金庫 

☆多摩地区の景気、人口等の経済情報を提供する雑誌。 
季刊 ● ● ● ● 

 

 

３ データベース（オンライン版・電子媒体版）で調べる 

データベース名 内容 
使用 

できる館 

日経テレコン２１ 
日本経済新聞、日経（MJ）流通新聞（1975年 1月～）・日経産業

新聞（1975年 4月～）・日経金融新聞（1987年 10月～2008年 1

月）のほか、人事検索や企業情報の検索もできます。 

中央のみ 聞蔵Ⅱビジュアル 
（職員による検索） 

朝日新聞 1945年～検索可。週刊朝日（2000年 4月以降のニュー

ス面）、AERA（1988年 5月 24日創刊号～）、現代用語事典「知恵

蔵」の検索もできます。 

ＣＤ-ＲＯＭ／ 
ＤＶＤ-ＲＯＭ 

・読売新聞縮刷版 平成６年～平成１６年 

・昭和の読売新聞 大正１５年１２月１日～昭和５５年１２月３１日 

・大正の読売新聞 大正元年７月１日～昭和元年１２月３０日 

 ※中央図書館のレファレンスカウンター、またはデータベースＰＣでご利用いただけます。 
日付またはキーワードなどから記事の検索ができます。（要利用者カード） 

 

 

 

４ インターネットで調べる 

○日本銀行 http://www.boj.or.jp/  ⇒経済的見通し、物価指数など。 
 

○内閣府 http://www.cao.go.jp/  ⇒経済報告や今週の指標、四半期分の産業動向、消費動向、地

域経済動向、世界経済白書など。 
 

○財務省 http://www.mof.go.jp/   ⇒景気予測調査、法人企業統計調査、輸入価格の動向など。 
 

○経済産業省 http://www.meti.go.jp/  ⇒経済施策、通商白書、企業動向調査など。 
 

○総務省統計局 http://www.stat.go.jp/ 

⇒日本や世界の統計、事業所・企業統計調査、全国物価統計調査、全国消費実態調査、労働力調査、
国勢調査、社会生活基本調査、科学技術研究調査、情報通信白書など。 
 

○厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/  

⇒勤労統計調査、雇用動向調査、雇用構造に関する特別調査、労働経済動向調査、福利厚生関係統計、
人口動態調査とその社会経済面調査など。 

 

○国立国会図書館サーチ http://iss.ndl.go.jp/ 

 ⇒国立国会図書館及び全国の大学、公共図書館等約 1200機関の新聞の所蔵が検索できる。 
 
 
 

http://www.cao.go.jp/
http://www.mof.go.jp/
http://www.meti.go.jp/
http://www.stat.go.jp/
http://www.mhlw.go.jp/
http://iss.ndl.go.jp/


 

５ その他 

 

・新聞 ※保存期間１年間 

新聞名／出版社 所蔵館 

フジサンケイビジネス i／株式会社 日本工業新聞社 

中央 

のみ 

日経産業新聞／株式会社 日本経済新聞社 

日経流通新聞（MJ）／株式会社 日本経済新聞社 

日本証券新聞／株式会社 日本証券新聞社 

日刊工業新聞／株式会社 日刊工業新聞社 

 

・新聞縮刷版 

資料情報（書名／出版社） 
所蔵館 

中央 東部 五日市 

朝日新聞縮刷版／朝日新聞社 
昭和 34（1959）年 

4月～ 
  

読売新聞縮刷版／読売新聞東京本社 
昭和 54（1979）年

10月～ 
 

平成 2（1990）年 
1月～ 

毎日新聞縮刷版／毎日新聞社  
昭和 53（1978）年

10月～ 
 

 

・ＤＶＤ 

書名／出版社 請求記号 所蔵館 

ザ・メッセージ シリーズ／日経ＢＰ社 VD335-サ 

中央 

のみ 

実践！ビジネスマナーのすべて／日本経済新聞社 VD336-シ 

あしたをつかめ 平成若者仕事図鑑 シリーズ／ＮＨＫエンタープライズ VD366-ア 

プロフェッショナル 仕事の流儀 シリーズ／ＮＨＫエンタープライズ VD366-フ 

プロジェクト X  挑戦者たち シリーズ／ＮＨＫ ＥＰ VD602-フ 

 

・類縁機関 
 
○あきる野商工会 http://akiruno.ne.jp/ 

 ⇒地域の商工業振興のため、経営に関する相談や指導を行っています。 
 

○Bi@Sta（ビスタ）あきる野創業・就労・事業承継支援ステーション 

http://www.bista-akiruno.com/ ⇒就労や起業・創業したい方へ支援をしています。 
 

○あきる野ハローワーク求人情報コーナー 

（ハローワーク青梅 http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/oume.html） 
 ⇒都内ハローワークで受付した求人が求人検索機で閲覧でき、職業相談・紹介を行っています。  
 
○東京商工会議所 http://www.tokyo-cci.or.jp/ 
⇒経営に関する相談や資金調達、共済制度や福利厚生、人材採用や育成などを行っています。 

 

 記載している資料は作成時の所蔵のため、より新しい版が刊行されている場合もあります。  
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