仙台市図書館 パスファインダー№8

「ビジネスで使える情報」を調べる
「ビジネスで使える情報」に関する調べ方ガイドです。
図書館では、様々なツールから情報を入手できます。
調べ方の案内
①年鑑･統計書･白書で調べる ②本で調べる
④その他資料で調べる

③新聞・雑誌で調べる

⑤図書館のデータベースで調べる

⑥類縁機関の紹介

キーワードを挙げてみよう
資料検索端末（OPAC）や各種データベースを検索する際に入力するキーワードの例です。
＜主なキーワード＞
自己啓発(159) 経済学 (330) 商法(325) 会 社 法(325) 企業・経営(335) 経営管理(336)
金融(338) 消費者問題(365) 労働経済･労働問題(366) 商業(670) 商業経営(673) 広告･宣伝
(674) マーケティング(675) 貿易(678)

※( )内の数字は、請求記号＝背ラベルの分類です。

年鑑･統計書･白書で調べる
企業団体情報
『帝国データバンク会社年鑑』

帝国データバンク（R335）

厳選した有力・優良企業 14 万社を掲載

『東商信用録（東北版）』

東京商工リサーチ（R335）

東京商工リサーチデータベース企業情報ファイルから業界や地域を牽引する有力企業新興企業を
精選し経営状況を示す最新データを掲載

『業種別業界情報』

経営情報出版社（R603）

中小企業を中心とした商・工・サービス業 350 業種の情報を収集し、業種ごとの最新動向を掲載

統計情報
『仙台市統計書』

仙台市市民局生活安全安心部広聴統計課（S351）

仙台市の自然、人口、産業、経済、教育、福祉、衛生など、各分野にわたる基本的な統計資料を
総合的に掲載

『宮城県統計年鑑』

宮城県震災復興・企画部統計課（S351）

宮城県の人口、社会、文化など、各分野にわたる基本的な統計資料を総合的、体系的に掲載

『日本統計年鑑』

総務省統計局（R351）

日本の国土、人口、社会、文化など幅広い分野にわたる統計を掲載

『世界の統計』

総務省統計局（R350）

世界各国の人口、経済、文化など、国際機関の統計書、ホームページなどを活用した各種統計を掲載

法 令
『六法全書』

有斐閣（R320）

主要な法令約 1,000 件が収録されている。法令名検索では、略称・通称からも検索可能

白

書

『情報メディア白書』 電通メディアイノベーションラボ（W007）
『新規開業白書』 日本政策金融公庫総合研究所（W335）
『中小企業白書』 中小企業庁（W335）
『労働経済白書』 厚生労働省（W366）
『森林・林業白書』 林野庁（W652）
『水産白書』 水産庁（W660）
『通商白書』 経済産業省（W678）

本で調べる
＜仙台市図書館の本を探す＞
●資料検索端末（館内 OPAC）で調べる
各図書館にある 資料検索端末 で、図書館の蔵書を調べることができます。資料の状態
（在庫・貸出中など）
、配架場所、請求記号（背ラベルに表示の分類）などがわかります。

●図書館のホームページ（Web OPAC）からも蔵書検索ができます。
https://lib-www.smt.city.sendai.jp/ （仙台市図書館ホームページ）
■起業関係
書

名

著者・編者等

坂本 憲彦
『個人事業のはじめ方がすぐわかる本 '18～’19 年版』 ヒューマン・プライム
『6 つの不安がなくなればあなたの起業は絶対成功する』 2018 年
『女性起業はじめの一歩と続け方』 2018 年

分類
J335
335

ブレインワークス

335

著者・編者等

分類

日本経済新聞社
大田 一喜
三條 慶八

019
330
335

吉村 慎吾

336

著者・編者等

分類

田村 憲孝

J674

水越 康介

J675
675

著者・編者等

分類

藤田 尚俊
田中 耕比古

007
336

岸 啓介

336

■経営関係
書

名

『決断を支えた一冊』 2018 年
『経営者のための商工会・商工会議所 150％トコトン活用術』 2018 年
『社長の基本』 2017 年
『AI 時代に輝く経営の教科書』 2018 年

■マーケティング関係
書

名

『Facebook & Instagram & Twitter 広告成功のための実践テクニック』 2018 年
『図解マーケティング大全』 2018 年
『ソーシャルメディア・マーケティング』 2018 年

■プレゼン・資料作成
書

名

『パワーポイントスライドデザインのセオリー』 2017 年
『一番伝わる説明の順番』 2018 年
『一生使えるプレゼン上手の資料作成入門』 2017 年

（ビジネス資料には分類の前に「J」がついています。）

■仕事術
書

名

著者・編者等

分類

齋藤 孝

002

『事務ミスがない人の図解整理術』 2018 年

オダギリ 展子

336

『朝イチのメールが残業を増やす』 2018 年

菅原 洋平

336

著者・編者等

分類

『図解でわかる!ビジネスマナー』 2017 年

三上 ナナエ

336

『損する気づかい得する気づかい』 2018 年
『迷わず書けるメール術』 2018 年

八嶋 まなぶ
神垣 あゆみ

336
670

『思考を鍛えるメモ力』 2018 年

■ビジネスマナー
書

名

新聞・雑誌で調べる
●仙台市図書館で所蔵しているビジネス系雑誌
雑誌名／出版社

雑誌名／出版社

『エコノミスト』／ 毎日新聞社

『税理』／ ぎょうせい

『会社四季報 』／ 東洋経済新報社

『仙台経済界』／ 仙台経済界

『金融ジャーナル』／ 金融ジャーナル社

『日経コンストラクション』／ 日経 BP 社

『経済セミナー』／ 日本評論社

『日経デザイン』／ 日経 BP 社

『広報』／ 日本広報協会

『日経トップリーダー』／ 日経 BP 社

『週刊ダイヤモンド 』／ ダイヤモンド社

『日経ビジネス 』／ 日経 BP 社

『週刊東洋経済』／ 東洋経済新報社

『農業と経済』／ 京都昭和堂

『ジュリスト 』／ 有斐閣

『販促会議』／ 宣伝会議

『商業界』／ 商業界

『ビジネスチャンス』／ ビジネスチャンス

『新聞ダイジェスト』／ 新聞ダイジェスト社

『プレジデント』／ プレジデント社

●仙台市図書館で所蔵しているビジネス系新聞（所蔵館）
環境新聞（市民）

日刊建設工業新聞（市民）

日経産業新聞（市民）

建設新聞（市民）

日刊水産経済新聞（市民）

日経ＭＪ
（市民・若林・太白）

電波新聞（市民）

日刊工業新聞（市民・榴岡）

日本経済新聞（全館）

日刊建設新聞（市民）

日経ヴェリタス（市民）

日本農業新聞（市民）

※ インターネットを使って雑誌記事・論文を探すこともできます。
・国立国会図書館オンライン（NDL ONLINE） https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/
・CiNii(サイニィ)：NII 論文情報ナビゲータ
https://ci.nii.ac.jp/

その他資料で調べる
●ゼンリン住宅地図 … 仙台市５区は全館で、宮城県内市町村は市民・宮城野・若林・太白・泉
図書館で所蔵しています。
●タウンページ・ハローページ …全国の電話帳を所蔵しています。
（市民・宮城野・泉）
●地価公示／国土交通省土地鑑定委員会（全館）

図書館のデータベースで調べる
●日経テレコン 21 データベース … 市民・宮城野・泉図書館で閲覧できます。
●D1－Law.com（第一法規 法情報総合データベース） … 全館で閲覧できます。
●官報情報検索サービス … 全館で閲覧できます。
●仙台市ホームページ
事業者向け情報
https://www.city.sendai.jp/jigyosha/index.html
6 次産業化・農商工連携情報
http://www.city.sendai.jp/noshoku/kurashi/shizen/norinsuisan/noushoku/6jika.
html
●宮城県ホームページ

しごと・産業 http://www.pref.miyagi.jp/life/7/

類縁機関の紹介
●中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/
●中小機構 東北本部
http://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/index.html
仙台市青葉区一番町 4-6-1 仙台第一生命タワービル 6 階
●仙台市中小企業活性化センター
https://www.siip.city.sendai.jp/sckc /
仙台市青葉区中央 1-3-1 AER 5・6・7 階

TEL：022-724-1200

●公益財団法人 みやぎ産業振興機構
https://www.joho-miyagi.or.jp/business
仙台市青葉区上杉一丁目 14 番 2 号（宮城県商工振興センター3F） TEL：022-222-1310
●仙台商工会議所
https://www.sendaicci.or.jp/
仙台市青葉区本町 2-16-12 TEL：022-265-8181
●公益財団法人 仙台市産業振興事業団
https://siip.city.sendai.jp/
仙台市青葉区中央一丁目 3 番 1 号 AER7 階

TEL：022-724-1212

●日本政策金融公庫
https://www.jfc.go.jp/
<日本政策金融公庫仙台支店 国民生活第一事業>
仙台市青葉区中央 1-6-35（東京建物仙台ビル） TEL：022-222-5173
☆ 困ったとき・資料が見つからないときは
読みたい本が見つからないときや、機械の操作が分からないときなどは、
どうぞお気軽にカウンターの職員にお声がけください。
2019 年 3 月

