
データベース活用法 分野別情報を探す
● 同時アクセス数　　2（混雑しているときは使用できません。利用後はログアウトを忘れずに！）
● 更新　　　　　　　随時

分
野
別
情
報
を
探
す

辞書・事典で用語、
事象などを調べる

検 索 方 法

レポート・論文のテーマを設定するには、まず語句や事象の意味を正確に調査することが必要です。百科事典や辞書
のデータベースはそれらの答えを出してくれるだけでなく、関連キーワードなどがわかり、情報収集の範囲を拡げて
くれます。

POINT

ジャパンナレッジ（Japan Knowledge Lib）

図書館ウェブサイト→データベース検索（学内）アクセス

ウィキペディアは、誰でも無料で自由に編集に参加できるようになっているインターネット上の事典サイトです。不特定多数による匿名の執筆
者や編集者の投稿記事から成り立っているため、内容の信憑性や公正さについて疑問視されています。そのため、学術研究の出典として利用
するには問題があります。あくまでも参考程度にとどめておきましょう。

信憑性に欠ける!?オンライン百科事典のウィキペディア(Wikipedia)の記事…

・知恵蔵（朝日現代用語）（朝日新聞現代用語「知恵蔵」の最新版をキーワードから検索できます。）[データベース検索「聞蔵Ⅱビジュアル」でアクセス]

その他の辞書・事典のサイト 図書館ウェブサイト→データベース検索（フリーアクセス・学内）アクセス

※ 簡単に使える「基本検索」、より詳細な条件を指定したり、ひとつのコンテンツに絞った検索が可能な「詳細（個別）検索」があります。
　 その他、年表や世界地図、江戸名所図会、映像や音楽など多彩なコンテンツが集められています。

キーワード（調べたい言葉や事柄）を
入力し、【検索】ボタンをクリック。

検索

絞る
検索結果から見たい記事リスト、または
【続きを読む】をクリック。

発見
別ウィンドウで
本文ページを表示します。

まず、このボタンから
【ログイン】してください。

利用後は【ログアウト】
ボタンを押してください。

検索対象を選択できます。

・百科事典、辞書、ニュース、学術サイトリンク集などを集積したデータベースです。
・［OneLook］検索機能で、日本大百科全書、現代用語の基礎知識、日本人名大辞典、ランダムハウス英和大辞典など約20種
類の辞典、事典の横断検索ができます。また、「記事･コラム」「叢書・URL」の検索も同時に行えます。
・最新版の『会社四季報』、2010年以降の『週刊エコノミスト』の記事を検索・閲覧できます。

・三省堂 Web Dictionary
（デイリーコンサイス国語・英和・和英辞典）
 [https://www.sanseido.biz]

・コトバンク
（朝日新聞出版、講談社、小学館などの
   辞書から用語を検索できます。）
 [https://kotobank.jp/]

・goo辞書（「デジタル大辞泉」、
「プログレッシブ英和中・和英中辞典」、
「類語例解辞典」など）
 [https://dictionary.goo.ne.jp/]

・ブリタニカ大百科事典 
（英語版の百科事典）
 [https://www.britannica.com/]

→P27へ

学内



データベース活用法 分野別情報を探す
● 同時アクセス数　　3（混雑しているときは使用できません。利用後はログアウトを忘れずに！）
● 更新　　　　　　　毎日

企業情報を調べる①
企業名や企業コード、または業種などから企業情報がわかるデータベースは、企業研究の必需品です。また、
インターンシップや就職活動の下調べにも役立ちます。

・国内上場企業と非上場企業のあわせて約8,000社の基本情報が閲覧できます。
・上場企業1984年以降、非上場企業1998年以降の有価証券報告書がPDF形式およびHTML方式で閲覧および出力できます。
・企業の属性情報や開示書類などコンテンツおよび有価証券報告書などの記載事例をキーワードにできるなど、多様な
条件で検索できる機能がついています。
・売上高などの条件で企業ランキングを表示できます。

POINT

検索 企業名または企業コードを入力し、
【検索】ボタンをクリック。

検 索 方 法

eol （Web版 有価証券報告書）

図書館ウェブサイト→データベース検索（学内）アクセス

イーオーエル

有価証券報告書をベースとした要約財務諸表・財務
CSVデータ・有価証券報告書原文の閲覧・ダウンロード

■「開示書類（全書類）」メニュー■「サマリー」メニュー　企業の基本情報の閲覧

※ その他、各企業の株価に関する情報の閲覧、同業種と比較したランキングの閲覧、企業のさまざまな書類を閲覧・ダウンロードできるメニューがあります。

学内

発見 本文ページを表示します。

利用後は【ログ
アウト】ボタンを
押してください。

その他の企業情報のサイト 図書館ウェブサイト→データベース検索（フリーアクセス・学内）アクセス

・日本経済新聞マーケットの企業
 からのお知らせ（IR）

・EDINET
（金融庁のHP内にあり、
  直近5年分の有価証券報告書、
  公告が閲覧できます。）
[http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/]

[http://www.nikkei.com/
markets/ir/]

学内

学内

学内

・日経テレコン「日経会社プロフィル」
（全国主要企業のデータを収録。）

・ジャパンナレッジ「Web版　会社四季報」
（会社四季報の最新版データが閲覧できます。）

・「帝国データバンク　業界動向」
（１００業種２３１分野ごとに、
  業界の情勢等が確認できます。）

→P26へ

→P30へ

学内・eol企業ナビ
(有価証券報告書を提出して
いるすべての企業情報を閲覧
できます。)

学内・日経BP記事検索サービス
「優良企業ランキング」
「注目の企業」
 (企業ランキング、企業情報を閲覧できます。)

→P23へ

ひとくちメモ！
【企業ランキングを調べる資料はコレ！】

業界ごと、地域ごとなどの項目のもと、企業ランキングを掲載。
『全国企業あれこれランキング』(帝国データバンク)冊子体



データベース活用法 分野別情報を探す 本文あり

会社情報
「事業所情報」として約20万事業所の
所在地および電話番号を収録、「組織
図・系統図」では興味がある会社の
業務分掌や就職後の活躍の場などの
情報を得られます。

『週刊ダイヤモンド』（1999年１月～）、
『ダイヤモンドZAi』、『チェーンストア
エイジ』、『世界業界マップ』、『早わ
かりブックス』、『経（Kei）』などの記事・
書籍を横断検索できます。

記事・書籍情報 業種別・規模別の
売上高伸び率を集計
した「業界天気図」
や、「主要経済指標」
などのデータがいつ
でも参照できます。

データ資料

利用後は【ログアウト】
してください。

さらに、この会社に関する
記事情報を検索できます。

選択した会社の会社
情報、事業所、組織図
を参照・印刷できます。

知りたい企業がなかった場合、
検索条件を見直します。

該当する
会社の件
数が表示
されます。

150分類の業種から
絞込みできます。

社名の一部分でも
カナ・通称・旧社名でも
検索できます。

企業情報を調べる②

・ダイヤモンド社の情報資産を検索、参照でき、就職活動や業界研究などに活用できます。
・主要16,000社の会社情報を参照でき、日本最大級約8,000社の採用情報を収録しています。
・1999年1月以降の『週刊ダイヤモンド』の記事を検索・閲覧でき、就職活動に役立つおすすめの記事を閲覧できます。

POINT

検索 検索画面を開き、調べたい会社名を入力し、
【検索】ボタンをクリック。

検 索 方 法

ダイヤモンド D-VISION NET

図書館ウェブサイト→データベース検索（学内）アクセス

ディーヴィジョンネット

学内

選択 【検索結果一覧】から調べたい会社の右側
にある三角の【内容確認】ボタンをクリック。 発見 「収録情報一覧」から

各情報の【表示】をクリック。

■ その他のメニュー

● 同時アクセス数　　1（混雑しているときは使用できません。利用後はログアウトを忘れずに！）
● 更新　　　　　　　随時

分
野
別
情
報
を
探
す



データベース活用法 分野別情報を探す 本文あり

企業情報を調べる③

・東洋経済新報社の主要刊行物を検索・閲覧できるデータベースです。
・「週刊東洋経済」「一橋ビジネスレビュー」などの雑誌記事の本文を閲覧できます。
・最新の「会社四季報（未上場会社版を含む）」「就職四季報」「会社四季報業界地図」などで企業研究ができます。
・「海外進出企業総覧」「外資系企業総覧」「CSR企業総覧」「全国大型小売店総覧」「スーパーマーケット総覧」など、
 企業調査の基礎資料として活用できます。
・PDF形式とテキスト形式の誌面ファイルでの表示に加え、頁めくりで１冊を通して読むことができるビューア機能があります。

POINT

東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー

図書館ウェブサイト→データベース検索（学内）アクセス

学内

・複数の企業データを一括でダウンロードして、財務分析が可能です。
・企業間の各種経営情報・財務情報の比較ができます。
・専門的なマクロデータ分析など、経済学・経営学の学習研究に役立ちます。

POINT

日経 NEEDS-FinancialQUEST 学内

● 同時アクセス数　　10（混雑しているときは使用できません。利用後はログアウトを忘れずに！）
● 更新　　　　　　　随時

フリー検索で主要媒体を一括で横断
検索できます。

利用後は【ログアウト】
してください。

「就活企業サーチ」では、会社名、業種、
会社の所在地、規模（売上、従業員数）、
採用実績を指定した会社選びができ、
就職活動の会社研究に役立ちます。

Excelのファイル形式で
保存できます。

このボタンをクリック

ひとくちメモ！

【企業情報ってなに？】

【企業情報を調べるための資料の種類】

「有価証券報告書」
  企業が自ら作成する外部への開示書類。
  →特定の上場企業の詳細な情報を調べる場合。

「企業名鑑」
  企業概要などが一覧になった資料。
  →多くの企業の概要や未上場企業の情報を
 調べる場合。

「社史」
  企業が自社の歴史を記した資料。
  →企業の歴史的背景や長期間にわたる
 財務データ、定款などの情報を調べる場合。

特定の業界にどういった企業が参入しているか
を表す情報のこと。また、個別の企業に関する
詳しい情報のこと。

【企業名鑑を探すためのツール】

リサーチ・ナビ
「企業・団体リスト情報」(国立国会図書館)
「産業情報ガイド」の「○○産業に関する主要企業名鑑類・企業リスト」

【社史を探すためのツール】

NDL ONLINE(国立国会図書館オンライン)で
件名欄に会社名を入力して検索。

『業種別審査事典』(金融財政事情研究会)冊子体

本書で目的の業界の業界団体を調べ、そこから団体の出版物、Webサイト
などを調査する。業界の年鑑類に企業名鑑が含まれる場合もある。

『会社史総合目録』(日本経営史研究所)
『企業名変遷要覧』(日外アソシエーツ)冊子体

冊子体

NDL ONLINE(国立国会図書館オンライン)で
件名欄に「名簿」、タイトル欄に目的の分野名を入力して検索。

 [http://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/]

→P24へ

→P24へ



データベース活用法 分野別情報を探す 本文あり
● 同時アクセス数　　 5（混雑しているときは使用できません。利用後はログアウトを忘れずに！）
● 更新　　　　　　　毎日(判例/判例解説：毎月)

法律情報を調べる
法令や判例の情報は法学の分野だけでなく、経済学や経営学、さらに社会学にいたるまで幅広い分野と関係があり
ます。自分が調べるテーマの分野に関する法律情報も集めてみましょう。

POINT

図書館ウェブサイト→データベース検索（学内）アクセス

検 索 方 法

D1-Law.com
ディーワンロー

学内 P37関連ページ

分
野
別
情
報
を
探
す

その他の法律情報のサイト 図書館ウェブサイト→データベース検索（フリーアクセス）アクセス

・e-Gov法令検索
 [http://www.e-gov.go.jp/]

現行の法令を法令名、事項別、法令用語
などから検索できます。新規、未施行、
廃止法令も一覧から閲覧できます。

・日本法令索引 
 [http://hourei.ndl.go.jp/
 SearchSys/]

現行法令の他、廃止法令、制定
法令、法律案まで検索できます。

・裁判例情報
 [http://www.courts.
 go.jp/]

裁判所が提供する判例
検索ができます。

・幅広い法情報を収録している、法情報総合データベースです。
・憲法、法令、判例と、それらに付随する要旨・開設情報を収録しています。
・法律関係の雑誌・論集から収集した文献情報を登載しています。
・法令、判例、文献情報を体系的に分類、整理して収集しています。
・コンテンツ（法令・判例・文献）はお互いリンクを張られており、相互に参照が可能です。
・豊富な検索機能（全文検索等）があります。

検索・絞る
「フリーワード検索」にキーワードを入力し、【検索】ボタンをクリック。

選択
検索結果から目的に沿った
情報のタイトルをクリック。

データベースごとの結果一覧が表示されます。

発見
別ウィンドウで各情報の本文ページを表示します。

本文を印刷・ダウンロードできます。

本文エリア

文献情報エリア

複数のキーワードで検索する場合
は、AND、OR、NOT、カッコなど
を利用します。

※

本学が契約しているデータベース
しか、メニューに表示されません。

※

検索結果に関連する参照法令・文献などが存在する場合表示されます。

各データベースの
検索メニューボタン

検索エリア

グローバルメニュー



フーズ フー

読売新聞「ヨミダス歴史館」 学内 関連ページ P28

ジャパンナレッジ　
・日本人名大辞典、世界人名大辞典

日経テレコン
・日経Who’s Who

日本の研究機関や研究者のデータ
ベースで、研究者、研究機関、研究
課題、研究資源から検索できま
す。国内の大学・公的研究機関など
に関する機関情報、研究者情報、
研究課題情報、研究資源情報を収
集・提供しています。

各分野から厳選した人物情報約
33,000件を収録。議員は国会、都道
府県議会や知事、市長、東京23区長
を収録。そのほか、官僚、都道府県知
事、東証1部上場企業の社長や会長、
大学学長と知名度の高い学者など
を収録する充実した人物情報です。

朝日新聞「聞蔵Ⅱビジュアル」
・人物データベース

・現代人名録
現代のキーパーソン約26,000人を
収録しています。幅広い分野から厳
選し、業績や肩書など記載内容は
随時更新しています。 

・研究者検索

学内

学内

学内

URL http://researchmap.jp/

関連ページ P30

関連ページ P27

関連ページ P26

researchmap
リサーチマップ

Nexis Uni
・人物情報 世界各国の著名人の英文情報を収録しています。

学内 関連ページ P37
ネクシス ユニ

統計データ、政府刊行物情報を調べる
レポートや論文を作成する際、その論拠として統計データの数値を活用すると説得力が高まります。官公庁や多
数の機関からさまざまな種類の統計や年鑑・白書などの政府刊行物が発行されています。最近ではその多くが
Web上で公開されています。 図書館ウェブサイト→データベース検索（フリーアクセス）アクセス

政府統計の総合窓口 e-Stat
イースタット

URL https://www.e-stat.go.jp/

・各府省などの協力のもと、総務省統計局が運営・管理を行っている政府統計ポータルサイトです。
・主要な統計データについて、グラフ作成や統計分析などが容易に行えます。
・フリーワード検索のほか、調査年月、統計分野、作成機関などから統計表ファイル（Excel、CSV、PDF形式）を検索、
 閲覧・ダウンロードできます。
・統計制度に関するページへのリンク、統計を学習するためのサイトや統計関係書籍検索のサイト、統計関係機関への
 リンク集が用意されています。

POINT

・各省庁の白書および年次報告書を閲覧できます。
・全府省のホームページ内の情報をキーワードで検索し、検索結果を一覧で表示できます。
・法令（憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則）の内容を検索できます。
・各府省が提供する行政手続案内を個人向け、企業・事業主向けに分けて案内しています。

POINT

電子政府の総合窓口 ｅ-Ｇｏｖ
イーガブ

URL https://www.e-gov.go.jp/

人物情報を調べる
「人物情報」といっても、求める内容によって調べ方も大きく変わってきます。人物の詳細を知りたい場合やその
人が書いた著作にはどのようなものがあるか、またその人について書かれた資料はないかなどいろいろです。ここでは
人物情報を調べるためのデータベースを紹介します。

・オンライン人名辞典
 [http://www.libro-koseisha.
  co.jp/top19/top19.html]
皓星社が作成する検索データベース。

その他の人物情報データベース

・Biographical Dictionary
 [http://www.s9.com/]
欧米の約28,000人の人物情報。

図書館ウェブサイト→データベース検索（フリーアクセス）アクセス

全国の上場および未上場企業約
5,100社の役員・執行役員・部長・次
課長約19万件に加え、中央官庁、政
府関係機関、審議会、経済・業界団
体、都道府県および市の幹部職員ま
たは国会議員および県議会議員約2
万件の人事情報を収録しています。

『日本人名大辞典』は、各時代の各分野
で活躍した65,000人を超える人名を
網羅した日本最大規模の人名辞典で
す。『世界人名大辞典』は、総項目数3
万8,000余、すべての地域・国について
神話・伝説人名から現存者までをカバー
した日本最大の外国人名辞典です。



同じ著者の他の論文、
同じ雑誌の他の論文、
同じ主題を持つ他の
論文を確認できます。

論文情報を印刷、
メール送信、保存、
引用スタイルの参照
などができます。

ヒット件数が
表示されます。

全文あり、査読あり、出版年などの
条件で再検索できます。

PDF形式で全文を表示
できます。全文がない場
合でもここから図書館の
所蔵を確認できます。

収録誌からの検索や、用語集から
主題を選択した検索を行えます。

検索対象（本文、著者、
論題、雑誌名、抄録など）
を選択できます。

POINT

国外の文献や情報を調べる①
国外には国内と比較して膨大な文献や情報が日々蓄積されています。これらの情報から研究テーマにあった信憑性の
ある学術情報を探し出すのは至難の業です。データベースを利用すれば、国外の文献でも的を絞って効率よく探せます。
なかには全文が収録されているコンテンツもあります。 図書館ウェブサイト→データベース検索（フリーアクセス）アクセス

・外国雑誌の論文を検索でき、全文・抄録を印刷・保存・メール送信できるデータベースです。
・さまざまな分野の複数のデータベースが含まれ、本学では以下のデータベースを横断検索できます。
○Business Source Complete…経済・経営・金融・ビジネス関連の論文記事、その他の出版物を多数収録した抄録および全文。
○Regional Business News…米国国内の主要都市と地方都市のビジネス関連出版物を収録した全文。
○Hospitality & Tourism Complete・・・サービス業全般（観光業・旅行業・飲食業など）に関連する学術研究や業界紙の全文。
○EconLit…経済学分野の抄録。
○ERIC…教育学分野の抄録。
○Library, Information Science & Technology Abstracts・・・図書館学・情報学関連の抄録。
○GreenFILE(無料公開)…人が環境に与える影響を多角的に研究するための最新のインデックス、抄録および全文。

一部本文あり
● 同時アクセス数　　制限なし
● 更新　　　　　　  データベースにより異なる

検 索 方 法

発見
結果一覧が表示されます。読みたい論題をクリック。
論文に関する詳細情報が表示されます。

選択・検索
検索するデータベースを選択し、検索画面を開く。
キーワードを入力し、【検索】ボタンをクリック。

学内

※ 語句と語句の間に半角スペースをあけて入力し、AND検索可能。

EBSCOhost
エブスコ ホスト →学外から利用する場合は、マイライブラリの

   「情報」メニューよりアクセスしてください。 P17関連ページ

※ EBSCO社の提供する統合検索システム「EBSCOhost Integrated Search (EHIS)」も利用可能です。



データベース活用法 分野別情報を探す

ヒットしたキー
ワードは黄色く
表示されます。

出典情報をコ
ピーできます。

印刷やメール送
信、ダウンロード
など出力が可能。

印刷やメール送
信、ダウンロード
など出力が可能。

文書カテゴリを選択したり、期間
やソースなどで検索対象をさら
に絞り込むことができます。

文書種別や日付などで検
索対象を絞り込むことが
できます。

文書カテゴリを選択し、
表示されるBOXから簡
易検索も可能。

トピック（ビジネス情報／
刑事司法／政治学情報）
を選んで検索も可能。

POINT

国外の文献や情報を調べる②

・『New York Times』、『Washington Post』、『Japan Times』など、世界各国の主要英字新聞を対象にまとめて
記事を検索できます。
・英米法を中心とした世界の法律情報（法令、判例、文献など）が検索でき、全文を閲覧できます。
・法令、判例以外に世界のニュース、新聞、ローレビュー、経営ビジネス情報、人物情報など5,000以上のデータベースを
検索できます。

Nexis Uni

図書館ウェブサイト→データベース検索（学内）アクセス

本文あり
● 同時アクセス数　　制限なし
● 更新　　　　　　  毎日

検 索 方 法

ネクシス ユニ

学内

発見
本文ページを表示します。

絞る
検索結果が表示されます。
読みたい記事の見出しをクリック。

検索
検索BOXに検索条件を入力し、
【虫眼鏡アイコン】をクリック。



データベース活用法 分野別情報を探す

国外の文献や情報を調べる③
図書館ウェブサイト→データベース検索（学内）アクセス

本文あり
● 同時アクセス数　　制限なし
● 更新　　　　　　  毎日

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
活
用
法

（
分
野
別
情
報
編
）

ゲール アカデミック ワンファイル

分
野
別
情
報
を
探
す

発見
結果一覧から、読みたい記事タイトルをクリック。
記事に関する詳細情報と、本文が表示されます。

絞る
検索結果を絞り込みたい場合は、
文書のタイプや刊行年月日で
フィルターをかけることができます。

POINT
・自然科学から人文・社会科学まで、サードパーティの雑誌 約17,000誌の海外雑誌・専門誌・新聞を収録した、
 ジャーナルデータベースです。
・『New York Times』、『Financial Times』、『Nature』及びNature関連誌など多数の著名誌を収録しています。
・一般雑誌を中心とする「GALE General OneFile」も利用可能です。

検 索 方 法

GALE Academic OneFile（AONE） 学内

その他の国外資料検索のサイト 図書館ウェブサイト→データベース検索アクセス

・House of Commons Parliamentary Papers
（18、19/20世紀 英国下院 議会文書データベース）
18～20世紀の英国議会資料の中でも重要視される下院議会文書をデジタル
化しています。英国、植民地および周辺諸国の政治・経済・歴史などを研究する
上で必要不可欠な一次資料です。原文イメージ他、付随する地図、チャート、
イラスト、統計などを閲覧できます。

15世紀半ばから1914年までの経済史・経営史・社会思想史を中心とする社会
科学関係の書籍、および同年代に創刊された定期刊行物を収録した全文
検索・データベースです。収録資料は、ロンドン大学ゴールドスミス文庫と
ハーバード大学経営大学院クレス文庫の蔵書を原本としています。

学内

・The Making of the Modern World：
The Goldsmiths’s-Kress Library of Economic Literature
 1450-1850、1851-1914
 （ゴールドスミス・クレス両文庫所蔵・社会科学系学術図書データベース） 学内

・Dialog Web　　　（代行検索）※カウンターへ申込
米国DIALOG社が提供している世界最大の総合データベース。人文・社会・
自然科学のあらゆる分野を網羅した約500のデータベースが検索できます。

学内

学内

米国のOCLCによる世界最大の書誌データベースです。
世界のさまざまな図書館が所蔵する資料を検索できます。
図書、雑誌、視聴覚資料、楽譜、地図などを収録しています。

・WorldCat（OCLC）［https://www.worldcat.org/］

さまざまな分野の学術専門誌、論文、書籍、要約、
記事などの学術資料を検索できます。なかには、
Web上で全文を閲覧できるものもあります。

・Google Scholar［https://scholar.google.co.jp/］

電子ジャーナルのバックナンバー(最新号[通常1～5年]を
除く)を検索・閲覧できます。

・JSTOR（学術雑誌・電子書籍コレクション）

(NII-REO)

AND検索・OR検索
などが可能なほか、詳
細検索の画面も別に
用意されています。

Google・Microsoftのアカウント
でログインすることで、学外から
の利用が可能となるほか、データ
の保存や共有が可能となります。

検索
検索したい英単語を入力して、
【虫眼鏡アイコン】をクリック。

こ
れ
で
バ
ッ
チ
リ
！


