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授業の課題や就職活動

“パスファインダー” を

で、「業界調査」を行うと

使うと、調べたいテーマに

き、どうしたら必要な資料

関する資料や情報を探す

が見つかるのか・・・困っ

ための手順がわかるよ！

たことはありませんか？

湘北短期大学図書館
キーワード
＊ さまざまなキーワードを使って、幅広い情報を集めましょう＊
例） 「東京ディズニーランド」について調べるとき
ディズニーランド、ディズニーシー、東京ディズニーリゾート、オリエンタルランド
テーマパーク、遊園地、経営管理、販売管理、人事管理、経営教育、企業内教育

１．テーマを理解するために
テーマについての入門的な知識を得るためには、百科事典・専門事典が便利です。
「業界」について調べるときは、次の辞典が便利です。
書

名

所 在

請求記号

朝日キーワード

和書

031/ア/年度

現代用語の基礎知識

参考図書

R031/ゲ/年度

業種別 業界情報 ： ナマの業界百科事典

参考図書

R603.6/ケ/年度
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２．図書を探す
＊ 図書館にある本を探す＊
（１） テーマの棚に行って探す
図書館の本は、「日本十進分類法（NDC）」にしたがって分類されています。
したがって、同じテーマに関する本は近くの棚に並んでいます。
関連分野の分類番号をおぼえておくと便利です。
★「業界」に関する分類番号
分類番号 主 題
366.2

雇用および失業： 職業，職業安定，就職

602

産業史および産業事情

（２） OPAC で検索する
図書館蔵書検索（OPAC）にキーワードを入力して検索してみましょう。
図書は、「請求記号」の順に、書架の左から右、上から下へ並んでいます。
検索したら、「所在」と「請求記号」をメモするようにしましょう。
以下に検索結果の一例をご紹介します。
書

名

所 在

請求記号

「図解でわかる部門の仕事」シリーズ
人事部
営業本部

お客様相談室

K366.2/ズ

マーケティング部

経理部 広報部 生産管理部

など

会社四季報業界地図

K602.1/カ/年度

図解革命!業界地図最新ダイジェスト

K602.1/ギ/年度

日経業界地図：主要企業の実力と次の動きを読む

キ ャ リ ア K602.1/ニ/年度

「業界×快速ナビ」シリーズ

支援
コーナー

金融ビジネス，旅行，人材サービス，健康ビジネス，

K602.1/ギ

コンテンツビジネス，ＩＴ など

「最新○○業界の動向とカラクリがよ～くわかる ：
業界人、就職、転職に役立つ情報満載」シリーズ
インテリア業界，金融，鉄道，電機，化粧品，小売，
通販，コンビニ，通信，ブライダル，保険，ファッション
ゲーム，ホテル

など
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K602.1/ズ

【番外編】 おぼえておこう！
課題やレポートに資料を利用するときは、必ず典拠（出典）を明記します。
資料を利用するときには、下記の内容をメモする習慣をつけてください。
＊図書＊
＊雑誌＊

著者名，タイトル，出版社，出版年，ページ数
著者名，論文タイトル，雑誌名，巻号，出版年，ページ数

＊ すべての出版物から探す＊
インターネットで探す
■ 国立国会図書館サーチ（NDL Search） http://iss.ndl.go.jp/
国立国会図書館の蔵書目録。国内の出版物が検索できます。
■ CiNii Books http://ci.nii.ac.jp/books/
国内大学・研究機関の総合目録データベース。
検索された図書がどの図書館に所蔵しているかわかります。
※ Webcat Plus http://webcatplus.nii.ac.jp/ には連想検索機能もあります。
■ 各書店のホームページ
・ 紀伊國屋書店： http://www.kinokuniya.co.jp/
・ Amazon： http://www.amazon.co.jp/

【番外編】 図書館にない本を入手したいときは？
１．購入希望を受け付けています。
申込書をカウンターに提出してください。
２．所蔵している図書館から取り寄せることができます。
Web サービス「マイライブラリ」から申し込んでください。
３．近くの公共図書館、各種専門図書館を利用しましょう。
厚木市立中央図書館との相互協力については
図書館ホームページをご覧ください。
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３．雑誌・雑誌記事（論文）を探す
＊ 雑誌を探す＊
（１） 図書館にある雑誌を探す
雑誌は、２階（一般雑誌）と３階（学術雑誌）にわかれて配架されています。図書館に
ある雑誌を探すときは、蔵書検索（OPAC）で検索して、所在を確認してください。
★「業界調査」に便利な雑誌には、次のものがあります。
誌名
（出版社）
所蔵期間

所 在

週刊エコノミスト（毎日新聞社）
週刊東洋経済（東洋経済新報社）

３年間

週刊ダイヤモンド（ダイヤモンド社）
会社四季報（東洋経済新報社）

1 年間

Harvard business review（ダイヤモンド社）

1976 年 vol.1～

一橋ビジネスレビュー（東洋経済新報社）

2000 年 vol.48～

日経ビジネス（日経 BP 社）

３年間

日経ビジネス associé（日経 BP 社）

３年間

日経情報ストラテジー（日経 BP 社）

３年間

雑誌
２階

バックナンバー

製 本
コーナー
雑誌２階

雑誌
３階

製 本
コーナー

（２） 出版物全体から探す
■ 国立国会図書館サーチ（NDL Search） http://iss.ndl.go.jp/
国立国会図書館の蔵書目録。国内の出版物が検索できます。
■ CiNii Books http://ci.nii.ac.jp/books/
国内大学・研究機関の総合目録データベース。
検索された雑誌がどの図書館に所蔵しているかわかります。

＊雑誌記事を探す＊
データベースで探す
■ CiNii Articles http://ci.nii.ac.jp/
キーワードで雑誌記事を探したいときは「CiNii Articles」で検索してみましょう。一
部の雑誌は Web 上で本文が閲覧できます。本学の図書館に所蔵しているかどう
かは、検索結果に表示される OPAC をクリックするだけで調べられます。
■ 日経 BP 記事検索サービス http://bizboard.nikkeibp.co.jp/academic/
日経 BP 社が発行する雑誌記事などを、オンライン上で検索・閲覧できるサービス。
雑誌記事はテキスト版または PDF 版で閲覧できます。
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【番外編】 図書館にない雑誌記事を入手したいときは？
雑誌記事は所蔵している図書館から取り寄せることができます。
Web サービス「マイライブラリ」から申し込んでください。
くわしくはホームページをご覧ください。
申し込みから入手までは、
1 週間～10 日程かかります。
なお、複写料金、送料はご負担ください。

４．新聞・新聞記事を探す
＊ 図書館の新聞で調べる＊
図書館では、以下の新聞を購読しています。
■ 一般紙： 朝日新聞（縮刷版あり 1980 年～）、毎日新聞、読売新聞、神奈川新聞
■ 経済紙： 日本経済新聞、日経流通新聞

＊ 新聞記事を探す＊
（１） データベース
■ 日経テレコン 21 http://telecom21.nikkei.co.jp/nt21/service/
日経４誌をはじめとする新聞記事の全文検索ができます。特定のキーワードで
新聞記事を探したいときに便利です。
※ 学内利用のみ、同時アクセス不可。利用には、ID とパスワードが必要となり
ます。カウンターまでお申し出ください。
■ 聞蔵 II ビジュアル http://database.asahi.com/library2/
朝日新聞のオンライン記事データベースです。朝日新聞の 1945 年から現在ま
での記事を検索することができます。紙面イメージも見られます。雑誌「週刊朝
日」「アエラ」、現代用語事典「知恵蔵」も検索が可能です。
※ 学内利用のみ、同時アクセス不可。ID とパスワードは不要です。
（２） 各新聞社のホームページ
■ 朝日新聞 http://www.asahi.com/
■ 毎日新聞 http://www.mainichi.co.jp/
■ 読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/
■ 日本経済新聞 http://www.nikkei.co.jp/
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（３） テーマ別切り抜き情報誌
各分野に関する主な新聞記事を前月 1 ヶ月分まとめたもの。
テーマに関する記事を探したいときに便利です。
誌名
所蔵期間
所 在
新聞ダイジェスト

1996 年 4 月～

月刊女性情報

1989 年 4 月～

月刊切抜き 食と生活版

1992 年 1 月～

月刊切抜き 保育と幼児教育版

2006 年 4 月～

雑誌２階
（１年分）

バックナンバー

３階縮刷版
コーナー

５．参考図書で調べる
参考図書とは？
参考図書コーナーは、図書館２階にあります。
事典・辞書類、年鑑、白書など、調べるための本を参考図書といいます。
参考図書には、請求記号に“R”がついています。
貸出はできませんので、必要に応じてコピーをとるなどして利用してください。

年鑑・白書・データ集
テーマに関する１年間の主な出来事や統計・データを調べたいときは、年鑑・白書が
便利です。各分野に関する政府の施策、各省庁の統計調査を調べたいときは、白書
を利用しましょう。
★「業界調査」に便利な年鑑・白書には次のものがあります。
書 名
所 在
請求記号
経済白書

R330/ケ/年度

世界経済白書

R330.5/ケ/年度

国民生活白書

参考図書

R365/コ/年度

国土交通白書

R680/ウ/年度

観光白書

R688/カ/年度

６．映像資料で調べる
＊ ビデオ・DVD＊
■ 「ガイアの夜明け」シリーズ （DVD）
低迷する経済状況からの再生を目指す現在の日本を描く経済ドキュメンタリー番
組で、話題の業界・企業が取り上げられている。
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■ 「プロジェクト X 挑戦者たち」シリーズ （第１期～第７期： ビデオ，DVD，図書）
戦後日本のさまざまな業界における新製品開発の事業やプロジェクトの舞台裏
が、当時の担当者の証言によって再現されている。
■ 「プロフェッショナル 仕事の流儀」シリーズ （DVD，図書）
さまざまな業界のプロの仕事について、現場に密着した取材ドキュメントとインタ
ビューで構成された番組。

7．インターネットで調べる
＊ 検索ツール＊
■ 湘北短期大学図書館 「調べものに役立つリンク集」
http://www.shohoku.ac.jp/library/link.html

ご活用ください！

＊ 関連サイト＊
■ Yahoo!ファイナンス http://finance.yahoo.co.jp/
マーケット概況、株式ニュース、企業情報。

8．他の図書館を利用する
＊ 近隣の公共図書館＊
■ 厚木市立中央図書館
http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/ （厚木市ホームページ内）
〒243-0181 厚木市中町 1-1-3 厚木シティープラザ TEL 046-223-0033

厚木市立中央図書館と市内大学図書館の提携により、本学図書館を窓口とし
て、公共図書館の蔵書も利用できます。くわしくは利用案内をご覧ください。

困ったときには・・・
資料を探していて困ったことがあったときは、ちょっと待って！
最後まで諦めないで、図書館職員に相談してください。
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＊＊＊

MEMO
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＊＊＊

