名古屋大学附属図書館パスファインダー (2011/06/01)

企業の財務会計が、どのようにして企業活動の実態を会計情報へと描き出すのか、また人々はその情報をどの
ように利用して企業の状況を知ればよいのかを学習させるセミナーです。
Index
I. 教科書・参考文献リスト
中核となる図書のリストです。
II. 図書館所蔵の、図書の探し方
読みたい本のタイトルが決まっている場合も、決まっていない場合も、図書館で本を探してみましょう。
III. 用語を調べる辞書・事典
情報を探している途中で分からない用語が登場したときは、辞書や事典をひいて理解を深めながら探索
するよう心がけましょう。
IV. 新聞記事を探すツール
社会的な動きを知りたいとき、新聞は有用な情報源です。過去の新聞記事からは、その時代の動きを
遡って確認することができますし、特定のテーマや企業に関連した特集や社説、多方面の情報を広く集
めることも可能です。 興味のあるキーワードで新聞記事を検索してみましょう。
V. 雑誌記事/論文を探すツール
月刊誌や週刊誌のような一般的な雑誌記事から、専門的な学術雑誌の記事まで、様々な雑誌記事があ
ります。これらを見ることで、一般の関心の方向性、社会との関わりから研究の最前線までを調べることが
出来ます。
VI. 企業情報などを探すツール
VII. その他の情報源
様々な有用サイトがオンライン上に存在しています。検索エンジンなどを用いて、探してみましょう。

基礎セミナーB 胡丹

キーワード
財務会計
企業
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中核となる図書のリストです。

教科書
タイトル 財務会計・入門 : 企業活動を描き出す会計情報とその活用法
著者名 桜井久勝，須田一幸 著
リンク先 http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=WB03070432&
initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
URL
初版（1998年）, 新版（2000年）, 第3版（2003年）, 第3版補訂（2004年）, 第4版（2006年）, 第
ひとこと
4版補訂（2007年）, 第5版（2008年）, 第6版（2009年）, 第7版（2010年）, 第8版（2011年）。財
紹介
務諸表の作成プロセスをわかりやすく解説。
【第8版(2011年)の主な所蔵館】
● 中央学3F：336.9||Sa
● 経済：336.9||Sa47-8

参考文献（ウォーミング・アップ用）
タイトル 会計学入門
著者名 桜井久勝著
リンク先 http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=WB01731154&
URL initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
ひとこと 初めて会計を学ぶ人を対象に、理論と制度をわかりやすく解説したもの。利益の計算から財務
図書(の 紹介 諸表の作成・公開までの基礎知識。貸借対照表の区分変更や株主資本等変動計算書など、
2006年施行の新会社法に対応。
章節)
【第3版(2006年)の主な所蔵館】
● 経済：336.9||Sa47-3
● 中央学S：336.9||Sa
タイトル 新検定簿記講義. ３級 商業簿記 平成２３年度版
著者名 渡部裕亘，片山覚，北村敬子 編著
ひとこと 簿記の基本を学べるテキストと、商業簿記3級試験の合格のための練習問題、過去問題
紹介 （3回分）の三つをひとつにまとめた本。
平成23年版の定価：700円+税
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参考文献（一歩前進）
タイトル

財務会計講義

著者名

桜井久勝 著

リンク先
URL
ひとこと紹介

http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=WB03068338&
initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
第12版（2011年3月）、第11版（2010年3月）、第10版（2009年4月）、第9版（2008年2月）、
第8版（2007年3月）、第7版（2006年3月）…など。財務会計についての総合的かつ体系的
な解説書。新会社法ならびに会社法施行規則・会社計算規則と、ストック・オプション会計、
事業分離の会計、株主資本等変動計算書などの企業会計基準委員会の新基準をフォ
ロー。
【第12版(2011年)の主な所蔵館】
● 経済：336.9||Sa47-12
【それ以前の版の主な所蔵館】
● 中央学3F：336.9||Sa （第11版(2010年)）
● 中央図1F：336.9||Sa （第9版(2008年)）
● 理数理：サクラ||15||1||11415（第8版(2007年)）…ほか

タイトル 財務会計 : 財務諸表分析の基礎
著者名
リンク先
URL
ひとこと
紹介

斎藤静樹 編著
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=WB01924917&
initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
会計知識をコンパクトに体系化した財務会計の定番テキスト。
【第6版(2009年)の主な所蔵館】
● 中央学3F：336.9||Sa
● 経済：336.9||Sa25-6
【それ以前の版の主な所蔵館】
● 中央学3F：336.9||Sa （第3版(2000年)）
● 経済：679.012||Sa25-3 （第3版(2000年)）…など。

タイトル 財務会計概論
著者名

加古宜士 著

リンク先
URL

http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=WB03029600&
initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
初学者から中級程度の人を対象に、財務会計の制度を分かりやすく解説。

ひとこと
紹介

【第9版（2010年）の主な所蔵館】
● 中央学3F：336.9||Ka
● 経済：336.9||Ka27-9
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タイトル
著者名
リンク先
URL

財務諸表分析
桜井久勝 著
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=WB03018525&
initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
最新の連結財務諸表をベースに、収益性・生産性・安全性・不確実性・成長性の5つの側面
から企業評価の手法を解説。

ひとこと
紹介 【第4版（2010年）の主な所蔵館】
● 中央学3F：336.83||Sa
● 経済：336.83||Sa47-4
タイトル 企業分析入門
著者名 Ｋ．Ｇ．パレプ，Ｐ．Ｍ．ヒーリー，Ｖ．Ｌ．バーナード著, 斎藤静樹監訳，筒井知彦〔ほか〕訳

図書
(の章節)

リンク先 http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=WB01178601&
URL initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
ひとこと 会計情報からいかに企業を分析・評価するか。豊富な会計知識・事例をベースに最新の企
業分析の手法が学べるハーバード・ビジネス・スクールの定番テキスト。
紹介
【第2版（2001年）の主な所蔵館】
● 経済：335.96||P17-2
【旧版の主な所蔵館】
● 中央学3F：336.83||P
● 経済：335.96||P17

管理会計の参考文献
タイトル 管理会計
著者名 岡本清，廣本敏郎，尾畑裕，挽文子著
リンク先 http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=WB03068507&
URL initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
ひとこと
紹介

これから管理会計を勉強しようとする人に、大学学部レベルでの管理会計の理論と技法をや
さしく解説した、管理会計の標準的テキスト。財務諸表分析の基本を押さえ、予算、事業部
の業績評価、経営意思決定会計、経営戦略までを展開する。
【第2版（2008年）の主な所蔵館】
● 経済：336.84||O42-2
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タイトル
著者名
リンク先
URL
ひとこと
紹介

管理会計入門
加登豊著
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=TW91000575&
initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
効率経営の強い味方!会社の組織設計から業績評価、コストマネジメント、キャッシュフロー予
算までやさしく解説した入門書。
【主な所蔵館】
● 経済：679.013||Ka86

法規に関するもの
タイトル 会計法規集
著者名 中央経済社 編
リンク先 http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=WB03053403&
URL initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
ひとこと 実務家向け。2010年の新版では、原則として平成22年2月15日までに公表された会計に関
紹介 する基準・法令等を体系的に整理、収録。
【新版（2010年）の主な所蔵館】
● 中央学3F：336.9||Ty
● 経済：679.092||C66-3
タイトル 企業会計規則集. 平成１９年版 １（法規編）２（基準編）
著者名 財務会計基準機構 監修
リンク先 http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=WB01761327&
URL
initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
ひとこと 平成19年版では、平成19年1月5日現在の会社法関連法令、証券取引法、財務諸表等規
則などの改正等々、実務上重要な諸法令・会計基準を網羅。
紹介

タイトル
リンク先
URL

ひとこと
紹介

International financial reporting standards
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=YS01507153&
initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
国際財務報告基準（IFRS）。国際会計基準審議会（IASB）によって設定される会計基準で
す。
【主な所蔵館】
● 経済：679.092||I58（最新巻は「閲覧参考」に配架され、禁帯出）
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読みたい本のタイトルが決まっている場合も、決まっていない場合も、図書館で本を探してみましょう。

2-1. 図書館を歩いて図書を探しましょう ― ブラウジング
図書館では、同じような分野が近くにくるように本が分類され、配置されています。
直接，図書館の棚に行って，関連分野の分類番号を中心に本を探してみましょう。
このような探し方を「ブラウジング」といいます。

附属図書館の利用案内を見れば，分類表や中央図書館の資料配置が分かります。
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/index.html#shoka

名古屋大学内の図書館・図書室では、分類番号としてNDC十進分類を採用しているところが多くなっ
ています。
NDCの大まかな区分についてはこちらも参照してください。
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide_c/guide/ndc.html

【参考：このテーマに関連する分類の例】
本を探しに行ったら、周りを見回して、関連する分野を積極的に探してみましょう。
分類番号

分野
324.4 債権法

324
（法律＞民法）

325
(法律＞商法)

324.5 債権各論
325.52 契約法: 贈与, 売買, 交換, 貸借, 雇用, 請負, 委任, 寄託, 組合, 終身
定期金, 和解
325.2 会社法
325.24 株式会社
325.242 株式
325.244 会社の計算: 利益配当, 資本準備金
325.246 資本の増減
325.6 有価証券法（手形・小切手法含む）
325.9 外国の商法
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335
(経済＞企業. 経営)

335.3 企業構造. 産業組織. 企業形態
335.33 企業政策. 企業整備
335.35 中小企業
335.36 合弁企業
335.4 私企業. 会社
335.44 株式. 社債
336.1 経営政策. 経営計画
336.17 研究開発. 企業情報管理. 企業調査. 産業スパイ
336.4 人事管理. 労務管理
336.42 雇用. 退職. 定年制. 中高年問題
336.45 賃金管理. 職務給.成果配分

336
(経済＞経営管理)

336.8 財務管理. 経営財務
336.82 資産管理. 経営財務
336.84 管理会計. 内部統制
336.85 原価管理. 原価計算. 標準原価計算
336.86 予算統制. 損益分岐点
336.87 利益計画. 利益管理
336.9 財務会計 [企業会計] . 会計学
336.91 簿記・勘定科目, 帳簿組織, 商業簿記
336.92 企業会計原則. 財務諸表
336.93 損益計算: 費用, 収益
336.94 資産評価. 貸借対照表. 資産会計
336.95 減価償却. 耐用年数
336.97 会計監査. 公認会計士
336.98 税務会計. 申告納税. 税理士

338
(経済＞金優. 銀行. 信託)

338.1 金融市場. 資金
338.14 資本市場
338.15 証券市場. 株式市場. 有価証券. 証券金融
338.154 債権. 公社債. 国債
338.156 手形. 小切手
338.9 国際金融
338.95 外国為替

343
(財政＞財政政策. 財務行政)

345
（財政＞租税)

343.9 会計制度. 官庁会計・簿記
345.3 収得税
345.33 所得税
345.35 法人税
345.4 収益税
345.45 事業税. 営業税

349
（財政＞地方財政）

349.5 地方税. 地方交付税
349.53 都道府県税（事業税・営業税含む。場合によっては345.45）
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364
（社会＞社会保障）
366
（社会＞労働経済. 労働問題）
417
（数学＞確率論. 数理統計学）

364.6 国民年金. 厚生年金. 共済年金
366.4 賃金
366.46 退職金. 企業年金. 定年制 （財形貯蓄含む）

507.1 特許。 発明. 考案
507
(技術. 工学＞研究法. 指導法. 技術 507.2 工業所有権（無体財産＜一般＞含む）
507.23 特許
教育)
307.24 実用新案
673.2 商品管理. 商品仕入
673
（商業＞商業経営. 商店）

673.3 販売. 販売促進
673.32 販売契約: フランチャイズ契約
673.34 訪問販売. 無店舗販売. 委託販売
673.37 信用販売

この分類以外にもあちこちに関連する本が配置されています。
是非、OPACのキーワード検索で眠っている資料を探してみましょう！

？ 中央図書館で入門書を探すときに
中央図書館3階が、学部生向けの「学習用図書」スペースです（OPACでは「中央学3F」と表示）。
ただし新書や文庫は、3階奥に別置されています（OPACでは「中央学S」と表示）。
ブラウジングする場合は、両方の書架を探してみてください。

2-2. 図書館の所蔵検索で図書を探しましょう ― OPAC検索
オンライン目録（OPAC）では，中央図書館だけでなく、学部図書室などの名古屋大学全体の蔵書を調べることがで
きます。
「キーワード」を入力して検索してみましょう。
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？ 所蔵の探し方がわからないときは
データベースや図書館資料の利用方法を簡単に紹介したシート「ガイドシート」をご覧ください。
名古屋大学附属図書館 ＞ 利用案内 ＞ ガイドシートリスト ＞ ２．所蔵をさがす
（http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/gsheets/index.html ）
また、図書館のカウンターで訊いてみても良いでしょう。

2-3. 国内で刊行されている図書を探しましょう ―名古屋大学以外の図書館資料
？ 学内に所蔵がないときは
後述ののツールを使って他の図書館の所蔵を調べ、下記のようなことができます。
① 他の図書館から、大学図書館経由で取り寄せる
送料は自己負担となります。中央図書館相互利用カウンター、または所属図書室のカウンターに申し出て下さ
い。
ただし「愛知県図書館便」を用いた公共図書館からの取り寄せは、無料。
「愛知県図書館便」について、詳しくは中央館相互利用カウンターでご相談ください。
（http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/index.html#toriyose）
② 所蔵している図書館に直接行く
名古屋市図書館の場合、名古屋大学の学生証で「利用証」を作って本を借りることができます。
その他、居住している地域の図書館などでも本を借りられることがあります。
図書館によって、規則は異なります。
訪問前に、あらかじめ所蔵調査を行い訪問先図書館の規則・指示を守ってください。
※大学図書館の場合、紹介状が必要なこともあります。
その場合は中央館相互利用カウンターまたは所属図書室のカウンターでご相談ください。
（http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/index.html#houmon）
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【国内の図書館の所蔵を調べるツール】
愛蔵くん(愛知県内図書館 横断検索)
愛知県内の市町村立図書館等の所蔵を一括検索できます。大学図書館
に比べ、より平易な一般書の所蔵が多いため、入門書を探すのに向い
ています。若干時間はかかりますが、予約の入っていない本であれば、
中央図書館経由で無料で取り寄せができます。
(http://www.aichi-pref-library.jp/oudan/aichi_oudan_f.htm)
Webcat Plus
全国の1,000以上の大学図書館等が所蔵する図書・雑誌の総合目録
データベースを、日本語の図書の内容・目次データから検索できます。
「連想検索」システムで、検索ごとに関連ワードが表示され、検索枠を広
げていくことが出来ます。他大学の本も、送料自己負担で取り寄せて借りることができます。
(http://webcatplus.nii.ac.jp/)
NDL-OPAC
国立国会図書館が所蔵する図書・雑誌の総合目録データベースです。
(http://opac.ndl.go.jp/)

上記以外の図書館所蔵を調べるには、こちらのリンク集も参考にしてください。
「所蔵目録（国内）」 http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/dbdb/holdj.html
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情報を探している途中で分からない用語が登場したときは、辞書や事典をひいて理解を深めながら探索するよ
う心がけましょう。

一般的な辞書・事典
広い分野の辞書や事典です。
タイトル
ひとこと紹介
図書(の
章節)

日本大百科全書
小学館刊行。全26巻の、日本を代表する百科事典のひとつ。中央館2階、法、教
育、情言、留学生センター、情報連携基盤センター、医保健（第2版）の各図書館/
図書室で所蔵しています。オンライン版は「JapanKnowledge」で利用可能です
（学内限定）。

世界大百科事典 全31巻 2005年改訂版
平凡社刊行。日本を代表する百科事典のひとつ。
ひとこと紹介 中央参 031//Se
にあります。
タイトル

図書(の
章節)

タイトル
リンク先
URL
インターネッ
ト・DB

Japan Knowledge+
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/db_details.html

「日本大百科全書」「日本国語大辞典」「現代用語の基礎知識」「imidas」
ひとこと紹介 「Encyclopedia of Japan」ほか英和・和英辞典等をオンラインで検索できます。
同時アクセス数は４。使い終わったら必ず［ログアウト］してください。

専門的な辞書・事典
この分野の辞書や事典です。専門用語を調べてみましょう。
タイトル
著者名
リンク先
URL
ひとこと
紹介

会計学大辞典
安藤英義，新田忠誓，伊藤邦雄，廣本敏郎編集代表
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=WB01730345&
initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
会計学に関連する分野を15に分け、4000項目以上を収録した大辞典。会計関連の研究、学
習等に。第5版は、会社法・金融商品取引法(証取法)・法人税法等をふまえて全面改訂。
【第5版（2007年）の主な所蔵館】
● 中央参：336.9||A （禁帯出）
● 経済：閲覧参考||336.9||A47-5b（禁帯出）ほか
11
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タイトル
著者名
リンク先
URL

ひとこと
紹介

有斐閣経済辞典
金森久雄，荒憲治郎，森口親司編
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=WB01685636&
initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
経済を中心とした広大な分野の学術用語・時事用語・業務用語など2万項目を、平均100字
で簡潔・明快に解説。
【第4版第2刷(補訂)（2005年）の主な所蔵館】
● 経済：閲覧参考||330.33||Ka45-4 （禁帯出）
● 農参考：330||Ka （禁帯出）
【その他の版の主な所蔵館】
● 中央参：330.3||Ka （禁帯出）（第4版(2002年)）
● 経済：330.33||Ka45-4

タイトル
著者名
リンク先
URL

岩波現代経済学事典
伊東光晴編
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=WB01486173&
initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
経済学の基本概念、最新理論を網羅し、経済用語、政策課題を厳選収録。会計学、経営学、
金融工学などの関連分野項目も積極的に採用した経済学事典。

【主な所蔵館】
ひとこと ● 中央学3F：331||I
紹介 ● 中央参：331||I （禁帯出）
● 経済：閲覧参考||330.33||I89 （禁帯出）
● 情報・言語：330.33||I||参 （禁帯出）
● 国際開発：R330.33||I （禁帯出）
● 農参考図書：330||I （禁帯出）
タイトル
著者名
リンク先
URL

ひとこと
紹介

会計学辞典
神戸大学会計学研究室編
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=WB01747647&
initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
項目総数4500項目。第6版は、商法・証取法・関連省令等の改正、新会計基準の公表等を
踏まえた10年ぶりの大幅改訂。
【第6版（2007年）の主な所蔵館】
● 中央参：336.9||Ko （禁帯出）
● 経済：閲覧参考||336.9||Ko13-6 （禁帯出）
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社会的な動きを知りたいとき、新聞は有用な情報源です。過去の新聞記事からは、その時代の動きを遡って確
認することができますし、特定のテーマや企業に関連した特集や社説、多方面の情報を広く集めることも可能で
す。 興味のあるキーワードで新聞記事を検索してみましょう。

3-1. 朝刊や夕刊など、紙で発行されている新聞の記事を探す
名古屋大学では、新聞記事データベースと呼ばれる、紙媒体で発行されている新聞記事の紙面を検索できるツール
があります。地方版の紙面や、特集記事なども検索できるため、インターネットの速報ニュースとはまた違った記事が
見つけられるでしょう。これらのデータベースは名古屋大学として契約しているため、大学内のLANに接続されたPC
から検索できます。（自宅からは検索できません。）

インター
ネット・DB

インター
ネット・DB

タイトル 日経テレコン21（学内限定）
リンク先
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#NK21
URL
日経４紙『日本経済新聞』、『日経産業新聞』、『日経流通新聞MJ』、『日経金融新聞』の記
ひとこと
事が収録されています。その他、企業検索「日経会社プロフィル」、人事検索「日経Who's
紹介
Who」なども利用可能です。
タイトル 聞蔵Ⅱビジュアル
リンク先
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#KIKUZO2
URL
朝日新聞のオンライン記事データベースです。創刊（1879年）からの記事を検索できます。
AERA(1998年5月（創刊号）-)、週刊朝日（2000年4月-ニュース面)、現代用語「知恵蔵」最
ひとこと
新版も検索できます。
紹介
学内限定です（同時利用可能ユーザー数は1名）。必ず、[ログアウト]ボタンで終わってくだ
さい。
タイトル

インター
ネット・DB

中日新聞・東京新聞記事データベース

リンク先 http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/db_details.html#CHU
URL
中部地方の情報をくまなくカバーする中日新聞（１９８７～）のデータベース。
ひとこと 学内限定、同時アクセス数は1名です。終了したら必ず[ログアウト]ボタンを押してく
紹介 ださい。

3-2. インターネットで公開されている新聞の記事やニュースを探す
各新聞社が速報ニュースをインターネットで公開しています。
13
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asahi.com （朝日新聞社の速報ニュースサイト） http://www.asahi.com/

中日新聞（ CHUNICHI Web） http://www.chunichi.co.jp/

NIKKEI NET （日経ネット） （日経の最新ニュースを速報） http://www.nikkei.co.jp/
毎日jp （毎日新聞のニュース・情報サイト） http://mainichi.jp/
MSN産経ニュース http://sankei.jp.msn.com/
YOMIURI ONLINE http://www.yomiuri.co.jp/
The Japan Times Online http://www.japantimes.co.jp/
Online Newspapers http://www.onlinenewspapers.com/
世界のオンライン新聞のリンク集です。Asia＞Japanを選択すると、日本のオンライン新聞が一覧されます。
その他、「名古屋大学附属図書館Webサイト ＞ リンク集 (Academic Resource Cabinet) > 新聞」 の中にも有用リン
クがあります。

？ 過去の記事を遡って探したいときは
各新聞社の無料公開する速報ニュースでは、過去の記事は削除されてしまうこともあります。そんなときは、
「3-1. 朝刊や夕刊など、紙で発行されている新聞の記事を探す」にある、名古屋大学で契約している新聞記
事データベースを使いましょう。朝日新聞で1879年から、中日新聞で1987年から、日経新聞では1990年前後
からの記事が収録されています。

3-3. 図書館の新聞所蔵を探す
読みたい新聞記事が、何新聞の何年何月何日に掲載されている…というのは分かったものの、実際の記事が見つか
らないときは、新聞本体を探す必要があります。図書館の所蔵検索では、本と新聞は別の検索システムになっている
ことがよくありますので、気をつけましょう。
名古屋大学所蔵新聞目録 http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/newspaper/index.html
名古屋大学内には約30の図書館・図書室がありますが、それらが所蔵する新聞を一括検索できます。
（※新聞の所蔵は、名古屋大学蔵書検索OPACでは検索できませんのでご注意ください。）
愛知県内図書館 雑誌･新聞総合目録 http://www.aichi-pref-library.jp/soumoku/index.html
愛知県内の公共図書館等で継続受入中の雑誌･新聞の一覧です。（愛知県図書館管理）
全国新聞総合目録データベース http://sinbun.ndl.go.jp/
新聞の書誌事項と所蔵機関の確認が可能です。（国立国会図書館管理）
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月刊誌や週刊誌のような一般的な雑誌記事から、専門的な学術雑誌の記事まで、様々な雑誌記事がありま
す。これらを見ることで、一般の関心の方向性、社会との関わりから研究の最前線までを調べることが出来ま
す。

5-1. 雑誌記事を探して、入手する流れ
関連雑誌を読んで、記事を探す
特定テーマの専門雑誌などをチェックしてみましょう。
各図書館 / 図書室によってルールは異なりますが、館内閲覧のみのところが多いので、
気になる記事を見つけたら、コピーをとりましょう。
→ 雑誌を探すには、OPACで雑誌名を検索します（論文名では探せません）。
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac

データベースを利用して、キーワードから記事を探す
名古屋大学では、雑誌論文 / 記事を探す様々なデータベースを契約しています。
また、雑誌論文 / 記事を無料で検索できるcebサイトも存在します。
→ データベースで、探している論文 / 記事のキーワード検索をします。
↓
HITした論文 / 記事の掲載雑誌名・刊行年・巻号・ページをメモします。

【電子ジャーナルがない場合】
↓
メモした雑誌をOPACなどで検索し、該当巻号を所蔵しているかどうか確認します。
（注意！：雑誌は全巻持っているとは限りません）
↓
所蔵する図書館 / 図書室へ行き、雑誌本体を閲覧・コピーします。

【電子ジャーナルがある場合】
↓ ※ HIT画面から、直接リンクしている場合もあります。
メモした雑誌を、「名古屋大学電子ジャーナルアクセスサービス」で探します。
http://sfx.nul.nagoya-u.ac.jp/nagoya/az/
↓
PDF / HTMLファイルなどで入手！
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5-2. 雑誌記事（一般的、日本語）を検索できるデータベース
名古屋大学では、様々なデータベースを契約しています。比較的一般的な雑誌を検索できるツールとしては、下記
のようなものがあります。

インター
ネット・DB

タイトル

大宅壮一文庫雑誌記事索引検索 ceb版 （学内限定）

リンク先
URL

http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbjapanese.html#oya

豊富な内容とユニークな切り口で知られる、雑誌専門図書館・大宅壮一文庫の雑誌記
ひとこと紹介 事索引のceb版です。週刊誌、総合月刊誌、女性誌など現代ジャーナリズムの最先
端をいく「マガジン」の記事情報が検索できます。1988年以降最新まで、約400誌から
採録。学内限定で、同時アクセス数は1名です。
タイトル
著者名

インター
ネット・DB

リンク先
URL

日経BP記事検索サービス（学内限定）
日経BP社
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#NKBP

日経ＢＰ社の雑誌 約40誌のバックナンバー記事を検索・本文を表示できます。この
ひとこと紹介 サービスは、年度内に記事本文を表示できる件数に上限があります。ご利用にあたって
は、必要なもののみ本文を表示するようにしてください。

5-3. 雑誌記事（学術的、日本語）を検索できるデータベース
学術雑誌を中心とした雑誌記事の検索ができるツールです。
タイトル CiNii Articles（サイニィ） （一部の本文は学内限定）
著者名 国立情報学研究所
リンク先
http://ci.nii.ac.jp/
URL
インターネッ ひとこと 国内で刊行された雑誌記事を探すことができます（主に学術雑誌・大学紀要・学会誌）。一
部の雑誌については，論文全文をダウンロードし閲覧することができます。NULinkが利用
ト・DB
紹介
できます。

インター
ネット・DB

タイトル MAGAZINEPLUS(学内限定）
リンク先
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbjapanese.html#MAGPLUS
URL
日本語で書かれた雑誌記事を探すことができます。掲載雑誌がわかったら、オンライン目録
ひとこと
（OPAC)を使って、名古屋大学が所蔵しているかどうか調べることができます。同時アクセス
紹介
数は1名です。
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5-4. 雑誌記事（学術的、英語）を検索できるデータベース
学術雑誌を中心とした雑誌記事の検索ができるツールです。

インター
ネット・DB

インター
ネット・DB

タイトル

ceb of Science

リンク先
URL

http://isiknowledge.com/wos/

ひとこと
紹介

(学内限定)ceb of Scienceはユニークな引用文献データベースです。標題、著者名、書
誌事項、抄録からだけでなく、引用文献の情報から世界中の重要な雑誌に掲載された学
術論文、レヴュー論文、会議録、論説、書簡などを検索できます。誰がその研究を引用し、
最新の研究にどんな影響をもたらしているかがわかったり、同じ研究をする研究者が書いた
論文や参考にした論文、最もよく引用されている論文を探したりすることができます。
自然科学分野については、1945年のものから収録しています。

タイトル EconLit (EBSCOhost)（学内限定）
リンク先
http://search.epnet.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=ecn
URL
ひとこと 経済学の総合データベース。アメリカ経済学会編。名古屋大学の契約データベースです。
紹介
同時アクセス数は4。1969年から現在までの100万件を超える論文が検索できます。

タイトル Emerald（本文は学内限定）

インター
ネット・DB

リンク先 http://www.emeraldinsight.com/
URL
経営・経済学中心の約120誌の本文が収録されているので、全文検索できます。名古屋大
ひとこと 学の契約電子ジャーナル。分野は経営、マーケティング、経済、金融、財務・会計、製造・
流通、ビジネス戦略、ヒューマンリソース、品質管理、教育・トレーニング、不動産、情報科
紹介
学・図書館学、健康・環境など。
タイトル Science Direct （本文閲覧は学内限定）
リンク先
http://www.sciencedirect.com/
URL

インター
ネット・DB

Elsevier社の刊行する学術雑誌のうち約2200タイトルの論文を全文検索することができま
ひとこと
す。名古屋大学の契約電子ジャーナル。検索は無料で、電子ジャーナル本文を見るに
紹介
は、名古屋大学からのアクセスが必要です。

このほかにも、名古屋大学ではさまざまなデータベース/ 電子ジャーナルを契約しています。
こちらのリストもご覧ください。
データベース案内
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/
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NULink （エヌ・ユー・リンク）

データベース検索をすると、よく登場するするマーク。Nagoya University Link Serviceの略称で、名古屋大
学が契約するデータベースなどの検索結果画面に表示される、電子ジャーナルや冊子体などの「本文情報」
を探すためのツールです。 詳しい案内は附属図書館サイト＞利用案内＞NULink案内で確認してみてくださ
い。
（http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/nulink/）

5-5. 雑誌記事を手に入れる
データベースで「掲載誌」「巻号」「ページ」「記事／論文タイトル」等が分かったら、OPACを使って、名古屋
大学の所蔵を調べましょう。
？所蔵の探し方がわからないときは
データベースや図書館資料の利用方法を簡単に紹介したシート「ガイドシート」をご覧ください。
名古屋大学附属図書館 ＞ 利用案内 ＞ ガイドシートリスト ＞ ２．所蔵をさがす
（http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/gsheets/index.html ）
？見つかった雑誌を名古屋大学で所蔵していないときは
コピーを取り寄せることもできます。所属別申込先一覧をご覧ください。
(http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/ILLplace.html)
？調べ方がわからないときは
図書館サイト「論文を探す」をご覧ください。
(http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide_c/guide/search/4.html)
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6-1. 企業情報を探す

タイトル 日経テレコン21（学内限定）
リンク先
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#NK21
URL
日経４紙『日本経済新聞』、『日経産業新聞』、『日経流通新聞MJ』、『日経金融新聞』の記
ひとこと
インター
事が収録されています。その他、企業検索「日経会社プロフィル」、人事検索「日経Who's
ネット・DB 紹介 Who」なども利用可能です。

タイトル

会社四季報

著者名 東洋経済新報社
リンク
先
URL
ひとこと
紹介

タイトル
著者名
リンク先
URL
ひとこと紹
介

http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=ZW50006145&
initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
国内の全上場企業を網羅。年4回刊行。業種、事業内容、記事、業績、株主、役員、連結会
社、財務、資本異動、株価(チャートや指標など)、業績予想などを掲載しています。
JapanKnowledge+（名古屋大学契約DB)で、最新号のみオンラインで閲覧可能。
【主な所蔵館】
● 経研セ（国際経済政策研究センター情報資料室）：BS335.4036||To86（現在も継続受入中）
Ｊａｐａｎ ｃｏｍｐａｎｙ ｈａｎｄｂｏｏｋ
東洋経済新報社
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=YS01u43000&
initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
「会社四季報」の英語版。年４回刊行。LexisNexis Academic（名古屋大学契約DB）を通じ
て、一部オンラインでも利用可能。
【主な所蔵館】
● 経研セ（国際経済政策研究センター情報資料室）：335.4||To86 （現在も継続受入中）

タイトル 日経会社情報
リンク先 http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=ZW400001u9&
URL initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
全上場企業の基本情報、業績、財務、株価データ、状況などを掲載しています。年4回刊
ひとこと紹 行。
介
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【主な所蔵館】
● 経研セ（国際経済政策研究センター情報資料室）：BS335.4||Nu1 （19u9年～現在も継続
受入中）
タイトル
著者名
リンク先
URL

ひとこと
紹介

会社四季報． 未上場会社版
東洋経済新報社 〔編〕，東洋経済新報社
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=ZW400001u8&
initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
年2回刊行。手に入りにくい未上場の有力・成長企業、約6,000社の事業内容・業績・役員・
取引先を収録しています。
【主な所蔵館】
● 経研セ（国際経済政策研究センター情報資料室）：BS335.4036||To86-M （現在も継続
受入中）

タイトル 週刊東洋経済. 臨時増刊, 日本の企業グループ
リンク先 http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=WS018032u9&
URL initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
年1回刊行。国内上場企業・約3,000社の国内グループ会社（連結子会社、持分法適用会社ほ
か）約30,000社の会社名／所在地／事業内容／資本金／持株比率／売上高などを掲載して
います。
ひとこと
紹介
【主な所蔵館】
● 経研セ（国際経済政策研究センター情報資料室）：335.5||To86 （1999年～現在も継続受入
中）
タイトル 中経企業年鑑
リンク先 http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=WS03055592&
URL initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
2011年より「中部年鑑」から改題。年1回刊行。愛知・岐阜・三重・静岡4県下の企業・約4,000
社の、役員名簿、取引先、最近の業績などを掲載しています。
ひとこと
紹介 【主な所蔵館】
● 中央参：6u0||Ty （禁帯出、1985-1995, 1999-現在も継続受入中）
● 経済：335.059||C61 （最新号のみ禁帯出、1990-現在も継続受入中）
タイトル
著者名
リンク先
URL

日本金融名鑑. ２０１１年版
日本金融通信社
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=ZW91000158&
initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
各金融機関の本店所在地、概況（資本金・大株主・業績・労務状況）、沿革、役員略歴、本部
機構、店舗などを掲載しています。年1回刊行。

ひとこと
紹介 【主な所蔵館】
● 経研セ（国際経済政策研究センター情報資料室）：338.035||Nu1（1996年～現在も継続受
入中）
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タイトル
著者名

帝国データバンク会社年鑑
帝国データバンク
有力・優良14万社の所在地・資本金・従業員数など主要23項目の企業情報を掲載。年1回刊
行。

ひとこと
紹介 【主な所蔵館】

※ 名古屋大学では継続しての所蔵はありません（一部所蔵あり）。
● 愛知県図書館 （禁帯出、-現在も継続受入中）
● 名古屋市図書館・鶴舞 （禁帯出、-現在も継続受入中）

タイトル
リンク先
URL
インターネッ ひとこと
紹介
ト・DB

Yahoo!ファイナンス
http://finance.yahoo.co.jp/
投資やマネーの総合情報サイトです。株価やIPO、株主優待など日本株情報のほか、外
国為替や金利、投資信託や中国株、ニュースや企業情報などを掲載しています。

タイトル 東洋経済オンライン（企業検索）
リンク先
http://www.toyokeizai.net/compsh/
URL
東洋経済新報社の運営するWebサイト。上場企業の基本情報、株価、関連ニュースなどは
インターネッ ひとこと 無料で見られます。その他の四半期業績、役員情報、四季報記事、会社発表業績予想な
紹介
ト・DB
どは有料。
タイトル Mergent's handbook of common stocks
リンク先 http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=YS01552499&
URL initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
米国主要企業約900社の財務統計、業績、将来の展望を各社１ページ毎に簡潔に掲載し
ています。
ひとこと紹
介
【主な所蔵館】
● 経研セ（国際経済政策研究センター情報資料室）：335.4||Mo39,雑誌架 （現在も継続受
入中）

6-2. 有価証券報告書を探す
有価証券報告書とは、有価証券の発行企業が自社の情報を外部に開示するために作成する報告書です。日本で
は、証券取引所に上場している会社、1億円以上の有価証券を発行している会社などは、金融商品取引法に基づ
き、投資家の保護のため会社の概況、事業の概況、営業の状況、設備の状況、経理の状況などを記載した報告書
を事業年度の終了後3か月以内に内閣総理大臣に提出することが義務づけられています。

？ もっと有価証券報告書について知りたいときは
リサーチナビ（国立国会図書館 調べ方案内）の「有価証券報告書」は、有価証券報告書の概要から、そ
こから分かることや探し方まで、情報が取りまとまっていて、お勧めです。
リサーチナビ（国立国会図書館 調べ方案内）の「有価証券報告書」
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-102080.php
21

名古屋大学附属図書館パスファインダー (2011/06/01)

タイトル EDINET
著者名 金融庁
リンク先 http://info.edinet-fsa.go.jp/
URL
インター
ネット・DB

金融庁が公開。EDINET（Electronic Disclosure for Investors' NETwork）＝金融商品取
ひとこと 引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム。最近5年以内に提
紹介 出された有価証券報告書が閲覧可能です。未上場会社等の報告書もあります。
タイトル NEXT有報革命（学内限定）
リンク先
URL http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#yuka

インター
ネット・DB

ひとこと 1989年12月決算期以降の有価証券報告書、半期報告書、営業報告書、定款、臨時報告書、
有価証券届出書の全文・全頁のイメージデータを見ることができます。上場・非上場を問わ
紹介
ず、国内のすべての有価証券報告書提出会社（約4,500社）と、2000年6月以降の外国会
社・政府等を収録しています。
名古屋大学の契約データベースです。同時利用可能ユーザー数は１名です。使い終わった
ら必ずログアウトしてください。

インター
ネット・DB

タイトル
著者名
リンク先
URL
ひとこと
紹介

東京大学経済学部図書館 有価証券報告書データベース【試行版】
東京大学経済学部図書館
http://gw2.e.u-tokyo.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000003E0000001
東京大学経済学部図書館が、試行版として公開しているデータベース。1961年から1985
年までの東証1部上場企業の有価証券報告書をPDF化しています。

タイトル 有価証券報告書総覧
リンク先 http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=ZW81100013&
URL initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
「有価証券報告書総覧」は、企業から提出されたままの有価証券報告書、半期報告書を縮刷印
刷した資料です。EDINETや有報革命で見られない年代についても、名古屋大学に所蔵があ
ひとこと
ります。
紹介
【主な所蔵館】
● 経研セ（国際経済政策研究センター情報資料室）：335.41||Yu-業種番号-業種内分冊||年
（1961年(昭和36年)～-2004年(平成16年)を所蔵）
※なお、経研セで所蔵しているのは「東証一部上場企業のもの」（～H16）だけなので注意。
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タイトル

営業報告書集成

ひとこと

旧商法時代（明治〜昭和25年度）、現在の有価証券報告書に相当する資料が「営業報
告書」です。これらは名古屋大学ではマイクロ資料「営業報告書集成」として所蔵してい
ます。また、冊子体としても一部、所蔵があります。冊子体について詳しくは、国際経済研
究センター資料室にご相談ください。

紹介

【マイクロの主な所蔵館】（詳細については、OPAC検索のこと）
● 中央図書館
● 経済学図書室
● 国際経済政策研究センター

インター
ネット・DB

タイトル Margent online（学内限定）
リンク先 http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#mergent
URL
米国証券取引委員会のEDGAR報告書をはじめ、世界の主要な上場企業（アジア、欧
ひとこと
州、オセアニア、中南米等）の企業・財務情報を検索できる、名古屋大学契約データ
紹介
ベースです。同時利用可能ユーザー数は３名。

タイトル EDGER
リンク先
http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
URL
インターネッ ひとこと SEC（米国証券取引委員会）によるアメリカの有価証券報告書の開示システム。企業名か
紹介 ら検索して企業の財務情報等を無料で入手することができます。
ト・DB
タイトル SEDAR
リンク先
http://www.sedar.com/
URL
The Canadian Securities Administrators (CSA)によるカナダの有価証券報告書の開
インターネッ ひとこと 示システム。企業名から検索して企業の概要や財務情報等を無料で入手することがで
紹介
ト・DB
きます。

【一般的な探し方指針（国内企業）】
◆ 冊子体ご希望の方には → H16までなら「有価証券報告書総覧」
◆ それより新しいものは → NEXT有報革命 or EDINET
◆ 特定の企業の新しいものなら →その企業のWebページ
※多くの企業が、自社のWebページ上で5～10年分の有価証券報告書PDFを公開しています（「株主の皆様へ」「IR情報」等）。

6-3. 経営指標を調べる
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タイトル
著者名
リンク先
URL

日経経営指標． 全国上場会社版
日本経済新聞出版社 編，日本経済新聞出版社，日本経済新聞社
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=WS0156333u&
initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
「全国５証券取引所（約2,500社）」（外国会社を除く）「マザーズ・ヘラクレス（約300社）」「ジャ
ひとこと スダック（約900社）」へ上場している全社について、連結決算、単独決算の主要指標を掲載し
紹介 ています。年1回刊行。
【主な所蔵館】
● 経研セ（国際経済政策研究センター情報資料室）：336.83||Nu1（現在も継続受入中）
タイトル
著者名
リンク先
URL

ひとこと
紹介

ＴＫＣ経営指標
ＴＫＣ全国会システム委員会 編
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=WS01641501&
initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
ＴＫＣ会計人が毎月継続して実施した綿密な「巡回監査」と「月次決算」により作成された会計
帳簿から誘導された「決算書｣を基礎データとして使用しています。収録法人数は約22万社。年
1回刊行。
【主な所蔵館】
● 経研セ（国際経済政策研究センター情報資料室）（現在も継続受入中）
CD-ROM版で、センター内の端末にて利用可能です。
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様々な有用サイトがオンライン上に存在しています。検索エンジンなどを用いて、探してみましょう。

7-1. 政府や大学、研究所等、公共的な機関のサイト
さまざまな行政機関・研究機関が、情報をWebサイトで公開しています。

7-2. 一般的なサイト
代表的な検索エンジン
Google (http://www.google.co.jp/)
Yahoo! (http://www.yahoo.co.jp/)
検索エンジンを使う時は，それぞれの特徴を調べて効果的に使いましょう。
Yahoo!では，カテゴリの上または横のレベルも見ながら関連情報を探してみましょう。

得られた情報は、必ず発信源を確認して、その信頼性を吟味しましょう。また、複数の情報源で確認し，活用方法を
考えましょう。
タイトル
リンク先
URL
インターネット・ ひとこと紹
介
DB

八重ちゃんの Home Page
http://homepage2.nifty.com/tyaeku/index-j.html
法政大学経営学部教授・八重倉孝氏（経営分析・財務会計）のWebサイト。研究・学
習に役立つリンク集です。
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