広島修道大学図書館

作成日：2008.4.1

経済科学関係資料の調べ方
■ 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

■Webcat Plus

経済 ミクロ経済 マ クロ経済 経済分析 情報処理
数理統計 数理経済 経営システム 計量経済

全国の大学図書館が所蔵して いる明治以前の図書
から新刊書まで 約 250 万冊の日本語の図書が「連想

入門的な情報源

検索」できます。 目次や内容もわかりま す。

■「JapanKnowledge」

■Books.or.jp

『日本大百科全書』，『現代用語の基礎知識』，『プロ

国内で発行された入手可能な書籍が検索で きる。出

グレッシブ英和中辞典』な どが利用できま す。

版社ホームページ やオンライン書店へのリ ンクもあり

●『世界大百科事典』（平凡社）

ます。

請求記号：031/H51 ２階百科事典・白書コーナー

雑誌・雑誌記事を探す

●「経済情報」に関する言葉について調べるには。。。

●広島修道大学図書館の所蔵を OPAC で探す

＜図書館で 所蔵して いる辞典（一例）＞
資料情報（書誌情報）
経済学大辞典 全 3 巻 熊谷尚夫
ほか編 東洋経済新報社 1980
岩波現代経済学事典 伊藤光晴編
岩波書店 2004
情報処理用語辞典 福嶋宏訓著
新星出版社 2003

請求記号
330.33/
KU33
331.03/
I 89
007.6/
F 84

配架
場所
２階参考
図書
２階参考
図書
２階参考
図書

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（書誌情報）

経済情報について書かれた本を探す
●広島修道大学図書館の所蔵を OPAC で探す

経済セミナー

請求記号
Z330/KEI21

情報処理

Z000/JOH1

経済分析

Z330/KEI11

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、

●国内で刊行されている雑誌を探す

請求記号がわかりま す。


■Webcat Plus

経済学の請求記号には主に３３０が付いています。

一致検索で は、図書と雑誌が検索できる。所蔵し

＜図書館で 所蔵して いる図書（一例）＞
資料情報（書誌情報）
経済学をやさしく学ぶ 賀村進一著
中央経済社 2005
日経経済記事の読み方
日本経済新聞社 2006
入門ミクロ経済学 武隈愼一編著
ダイヤモンド社 2005

配架場所
2階
新着雑誌
2階
新着雑誌
2階
新着雑誌

請求記号
331/
Ka42
330/
N 71
331/
Ta62

ている図書館も表示されま す。

配架
場所
3 階一般
図書
3 階一般
図書
3 階一般
図書

■NDL-OPAC
国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されて
いる図書や雑誌が検索できま す。

●国内で刊行されている本を探す
■NDL-OPAC
国立国会図書館の蔵書目録。 明治以降国内で 刊
行されて いる図書や雑誌が検索できま す。
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●雑誌記事の探し方

■日経テレコン２１（学内専用／アクセス制限なし）

■CiNii(サイニイ)：NII 論文情報ナビゲータ

1975 年以降の日経４紙の記事が収録されて いま

大学の研究紀要と学協会の雑誌の論文を収録し

す。その他企業情報や人事情報を検索することが

たデータベースで す。 一部の論文には全文データ

できます。

■中国新聞の記事検索をするには。。。

が収録されていま す。

■MAGAZINEPLUS（マガジンプラス）

日経テ レコン２１従量制の記事データベ−ス で検

国内最大の雑誌・論文記事のデータベース。 一般

索しま す。 レファレンス カ ウンター にご 相談く ださ

週刊誌から学術雑誌まで 広く収録されていま す。

い。

＜こんな雑誌記事が検索できま す＞

専門的な情報源

記事情報

更に、 深くテ ーマ を掘り下げるには専門辞典、白書、年

長田浩 現代のサービス経済分析のために
『経済集志』 77(4) p.437-457 2008

鑑などの情報源が役立ちま す。

吉田健一郎 オイルマネーはどこに向かうのか
『経済セミナー 』 635 p.39-43 2008

資料情報（書誌情報）

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
日刊新聞は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

基本経営システム用語事典 高
原泰彦編 白桃書房 1983
数理情報科学事典 大矢雅則ほ
か編 朝倉書店 1995
経営科学 OR 用語大事典 森村
英典ほか編 朝倉書店 1999
IFR 国際金融用語辞典
ビジネス教育出版社 1995
経済財政白書
内閣府編
情報通信白書
総務省編 ぎょうせい

できます。

335.03/
KI17
007.03/
O 69
336.1/
Mo56
338.9/
Y 42
332.1/
Ke29
692.1/
Ts91

配架
場所
２階参考
図書
２階参考
図書
２階参考
図書
２階参考
図書
2 階百科
事典白書
2 階百科
事典白書

ＷＥＢサイト
キーワードを参考に関連の W EB サイトを検索してみ

＜図書館で 所蔵して いる新聞（一例）＞
新聞名
朝日新聞（日刊）
日本経済新聞（日刊）
毎日新聞縮刷版

請求記号

ましょう。

配架場所
新聞コーナー
新聞コーナー
2 階電動書架

■電子政府の総合窓口 ・・・各府省庁の情報を検
索できる。

■政府統計の総合窓口 ・・・各府省庁の統計デー

■購読紙一覧は図書館ＨＰのＱ＆Ａを参照。

タを総合的に収録し提供して いる。

■白書 ・・・各府省庁白書の全文情報を提供。

●新聞記事の探し方

■アジア経済研究所 ・・・ジェトロ内にあり日本にお

○データベ−ス
探して いるテ ーマの新聞記事をテ ーマ、 キーワード、
日付等から検索して全文を読むことができま 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。 記事の検
索は 1945 年からで きます。
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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 いる。

■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る。

