
 レベル：初学者向け 

 情報への道しるべ （レポート作成時の情報探索ガイドとして活用してください。） 
                   

企業は単に利益を追求するだけでなく、環境や人権等にも配慮すべき

であるという考え方 (CSR=企業の社会的責任)が注目されています。 CSR とは？  
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キーワード・関連語を探そう 

 

CSR は corporate social Responsibility の略語です。 

■ Webcat PlusやJapan Knowledgeを使って、関連するキ

ーワードを辞書・事典や図書の内容・目次データから検索

してみましょう。 

 

まず用語を確認しよう 

 

 1990 年代後半に注目されるようになった比較的新し

い概念なので、情報を検索するには Web 版の百科事典を利

用するのが良いでしょう。 

Japan Knowledgeからは「日本大百科全書」、「imidas」、聞

蔵からは「知恵蔵」が検索できます。（学内限定） 

他のわからない言葉も検索しておきましょう。 

 

CSR について書かれた本を読む 

 

■ OPACでCSRをキーワードにして検索すると以下のよう

な図書を探すことができます。 

資料情報 請求記号 配架場所 

企業倫理をどう問うか : 

グローバル化時代の CSR / 

梅田徹著. 日本放送出版

協会, 2006 (NHK ブック

ス) 

335.15 

U 

中央館 

（3階） 

CSR 入門 /小野桂之介著. 

日本規格協会, 2004 （や

さしいシリーズ） 

335.15 

O 

中央館 

（3階） 

国際開発 

CSR 入門 : 「企業の社会

的責任」とは何か / 岡本

享二著. 日本経済新聞

社, 2004 （日経文庫） 

335.15 

O 
国際開発 

CSR の本質 : 企業と市

場・社会 / 十川廣國著. 

中央経済社, 2005 

335.15 

So 

国際開発 

情報・言語 

トヨタの CSR 戦略 : 世界

から尊敬される企業の経

営 / 佐久間健著. 生産

性出版, 2006 

335.15 

Sa41 
経済 

CSR経営 : 企業の社会的

責任とステイクホルダー 
/ 谷本寛治編著 . 中央経

済社, 2004.8 

335.15 

Ta 
国際開発 

CSR : 企業価値をどう高

めるか / 高巖, 日経 CSR
プロジェクト編. 日本経

済新聞社, 2004.11 

335.15 

Ta 

中央館 

（3階） 

 

  リストに挙げた本の他にもCSRについて書かれた

本は数多く出版されています。OPACで名古屋大学に

ある本を探してみましょう。NDCでは『335.15』（社

会科学→企業.経営→経営倫理.企業責任）を、件名

では『経営倫理』、『企業と社会』、『企業の社会的責

任』などを手がかりにして探してみてください。 

Webcat 

 
■ 図書は NDC : 日本十進分類法順に並んでいます。 

関連分野の図書をみることも重要です。 

 

 図書館の利用案内を見れば，分類表や資料の配置場所

がわかります。 
 

 調べ方がわからない時は，ガイドシートリスト（OPAC

やデータベースの使い方）もあります。 

 

■ 日本の図書館・研究機関が所蔵する図書を探す。 

NACSIS Webcat 

全国の 1,000 以上の大学図書館等が所蔵する図書・雑誌

と新刊書が検索できる総合目録データベースです。 

 

NDL-OPAC

国立国会図書館が所蔵する図書・雑誌・論文情報 

などの総合目録データベースです。 

 

 名古屋大学で所蔵していなくても、取寄せをしたり、

直接所蔵する図書館に行ったりして利用できます。詳

しくは所属する図書室にお問合わせください。 

 

CSR についての新聞記事を探そう 

 

CSRをめぐる最新の企業や社会の動向を調べるのには新聞

が便利です。 

 

■ 日経テレコン 21 （学内限定） 

日本経済新聞ほか日経 4紙の記事が収録されています。 

 

■ 聞蔵IIビジュアル（学内限定） 

朝日新聞のオンライン記事データベースです。1945 年の

記事から検索できます。 

 

■ 中日新聞・東京新聞記事データベース （学内限定） 

東海地方の記事が充実しています。

 

■ LexisNexis Academic （学内限定） 

世界の新聞記事を読むことができます。 

 

Plus 

企業、責任、ステークホルダー、マネジメ

ント、コンプライアンス、SRI 

Japan 企業の社会的責任、SRI（社会責任投資）

Knowledge コーポレート・ガバナンス 

分類番号 分野 

335 企業. 経営 

335.15 経営倫理・企業責任 

336.48 福利厚生. 安全. 衛生 

519 公害. 環境工学 

http://webcatplus.nii.ac.jp/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbebook.html#jkn
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbebook.html#jkn
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#KIKUZO2
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#KIKUZO
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/index.html
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide_c/guide/ndc.html
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/gsheets/index.html
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/
http://webcat.nii.ac.jp/
http://opac.ndl.go.jp/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#NK21
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#KIKUZO2
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#CHU
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#lex
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CSR について書かれた雑誌記事を探そう 

 

■ MAGAZINEPLUS (学内限定)，NDL-OPAC（雑誌記事索引） 

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（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。 

 

■ アジ研OPAC

アジア経済研究所が受入れしている雑誌に掲載された記 

事を探すことができます。主に経済学分野や発展途上国 

に関する論文を検索できます。 

 

■ CiNii 

日本の大学の紀要と学会誌の論文が収録されたデータベ

ースです。一部の論文には全文が収録されています。 

 

 名古屋大学で所蔵していない場合は，コピーを取り寄

せることもできます。詳しくは所属する図書室にお尋ね

ください。調べ方がわからない時は，ホームページ「論

文を探す」を見てください。 

 

企業の CSR 報告書を読む 

 

■ 多くの企業が CSR の観点から評価した報告書を発行

しています。 

資料情報 請求記号 配架場所 

ブラザーグループ社会・

環境報告書 / ブラザー

工業株式会社[編]. ブラ

ザー工業株式会社, 2005 

519.13 

B 
国際開発 

環境報告書 / 日清オイ

リオグループ株式会社 

[編]. 日清オイリオグル

ープ株式会社, 2005 

519.13 

O 
国際開発 

サステナビリティレポー

ト / セイコーエプソン

株式会社 [編]. セイコ

ーエプソン株式会社, 

2005 

519.13 

Se 
国際開発 

シャープ環境・社会報告

書 / シャープ株式会社

[編]. シャープ株式会

社, 2005 

519.13 

Sh 
国際開発 

CSR 報告書 : 社会的責

任・環境経営報告 / 東芝 

[編集]. 東芝, 2005 

519.13 

To 
国際開発 

 

インターネットで探そう 

 

□ CSR archives http://www.csrjapan.jp/index.html 
CSR 関係のサイトを集めたリンク集です。CSR 活

動を行う企業を支援し、国内外の情報を提供していま

す。CSR のケーススタディやレポートなども見るこ

とができます。 
 
□  BEI ビジネス倫理研究所 

http://www.beinstitute.org/

   「よりよい企業活動は、よりよい社会環境へ」をコ

ンプトにして企業の CSR 活動の支援を行っています。 
 

□  日本経済団体連合会  企業の社会的責任 

http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/csr.html

      経団連発表の政策提言や調査資料を見ることがで

きます。 

 

□ 環境 goo 企業と環境  

  http://eco.goo.ne.jp/business/

    環境に配慮した暮らし方や環境に関する企業情報を

提供する環境情報総合サイトです。 

 

■ インターネットの情報は誰でも発信が可能なかわり 

に、必ずしも正確だとは限りません。得られた情報は複

数の情報源で確認し、裏づけをとることが重要です。ま

たインターネットの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。 

 

代表的な検索エンジン Google Yahoo!

 

企業情報を調べる 

 

資料情報 請求記号 配架場所 

週刊東洋経済. 臨時増刊, 

CSR 企業総覧, 東洋経済新

報社, 2005.9-（年刊） 

335.15 

C 

2006 

国際開発 

 

□ 有報革命（有価証券報告書）(学内限定) 

    有価証券報告書総覧のオンライン版で1989年12月以

降のものの全文を見ることができます。 

 

□ Margent online （世界の企業情報）(学内限定) 

    米国証券取引委員会の EDGAR 報告書をはじめ世界の

主要な上場企業の企業・財務情報を検索できます。 

 

 この他LexisNexis Academicや日経テレコン 21（日経

会社プロファイル）などでも企業情報を検索することが

できます。 

 

 企業情報の調べ方をわかりやすく説明するビデオも

あります。 

 

資料情報 請求記号 配架場所 

産業・企業情報を集める / 

経済資料協議会ビデオ制作

委員会企画・監修,  紀伊國

屋 書 店 , 1994 （ Library 

video series. 経済文献の

達人 2） 

V330.31 

Ke 

2 

国際開発 

経済 

 

関連する全学教育科目（時間割コード順） 

 

時間割

コード
科目区分 担当教員 テーマ 

0021121 文系教養科目 
高桑 宗右

エ門 

産業社会と

企業 

0033319 文系教養科目 涌田 幸宏 社会と環境

 

 この情報への道しるべについてのご意見・ご質問は，

国際開発図書室までご連絡ください。 

http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbjapanese.html#MAGPLUS
http://opac.ndl.go.jp/
http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/
http://opac.ide.go.jp/search/index.html
http://ci.nii.ac.jp/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide_c/guide/search/4.html
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide_c/guide/search/4.html
http://www.csrjapan.jp/index.html
http://www.beinstitute.org/
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/csr.html
http://eco.goo.ne.jp/business/
http://www.google.co.jp/
http://www.yahoo.co.jp/
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#yuka
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#mergent
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#lex
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbetc.html#NK21

