ビジネスシーンに図書館を

仕事で必要なデータや資料集めに
公共図書館が活用できることを
ご存知ですか？
大阪市立中央図書館
ビジネス支援サービス ごあんない

2013.4
大阪市立図書館は知識創造型図書館を目指します

図書館はスタートライン
アイデアを広げる チャンスをつかむ「知識創造型図書館」
大阪市立中央図書館
自治体最大規模の蔵書数
国内の公立図書館では最大規模の図書約 180 万冊、雑誌約 2,800 タイトル、
新聞約 180 紙を所蔵。あらゆる分野のニーズに応えます。

図書

各分野の専門書・実用書、大阪に関する資料・古文書など

地図

住宅地図(大阪府を中心に 1950 年代から)、地形図（明治～）、外国地図など

雑誌

専門誌も含め約 2,800 タイトル

官報

創刊(1883.7)～最新

新聞

全国紙（明治～）、地方紙、業界紙、外国語新聞など約 180 紙

電話帳 全国（最新版） [大阪府下は旧版も所蔵]

入口は、ビジネス書コーナー
2 階「ビジネス書コーナー」には、ビジネスに関する文庫・新書を中心とした入門書や、社史・CSR(企業の社会的責任報告書)などを
集めています。また、法令コーナーとして、各種六法類をまとめて置いています。(約 4.000 冊)
各分野の専門書の棚への案内表示もある、中央図書館のビジネス情報の入口となるコーナーです。
大阪市立中央図書館ビジネス書コーナーワンポイントニュース(B・News)も配布しています。

ビジネスパーソンの調査資料
3 階「調査研究資料コーナー」には約 1 万冊の辞典･年鑑･統計類をそろえています。
また、特にご利用の多い以下の資料を「ビジネス調査コーナー」に集めました。

人名 「人事興信録」「現代日本人名録」「現代外国人名録」「The International Who’s Who」など
地価 「地価公示」「地価公示要覧」「都道府県別標準地価一覧(基準地価)」「路線価図(近畿 2 府 4 県)」「固定資産税路線価(大阪市のみ)」など
政府白書 政府が刊行している白書
企業情報 「帝国データバンク会社年鑑」「東商信用録（近畿北陸版、関東版のみ）」「日経経営指標」
「会社職員録」「業種別審査事典」「組織図系統図便覧」「業種別業界情報」「日経シェア調査」など

商用データベースで最新情報もフォロー
定評あるオンラインのデータベースを、各階の「多機能 OMLIS」端末から無料で利用できます。
専用端末(3 階)ではプリントアウト(有料/A4：1 枚 50 円)も利用できます。

商用データベース一覧
新聞・雑誌記事検索
全国紙(朝日･産経･日経･毎日･読売)、Nexis(ネクシス)（海外新聞雑誌記事）
magazineplus（日外アソシエーツ雑誌論文情報）、CiNii Articles（機関定額制・学術論文情報）※有料本文の閲覧は不可

政策・法律・経営
官報情報検索サービス、D1-Law.com 第一法規法情報（法令・判例・法律文献）、
Lexis AS ONE（レクシス アズワン）（判例・法律・立法情報・行政情報）、JRS 経営情報サービス

自然科学・医学
医中誌 Web（医学情報）、エコロジーエクスプレス（環境情報）、JDream（ジェイドリーム）Ⅲ(科学技術･医学文献)、
薬事日報 電子版（薬学情報）、理科年表プレミアム、ルーラル電子図書館（農業・食）

辞典・事典
KOD 研究社オンライン辞書検索サービス（英語辞書他）、Japan Knowledge(ジャパンナレッジ)（事典・辞書等）[日本国語大辞典・日本歴史地名大系・国史

大辞典]、e-レファレンスライブラリー（日外:人物･出版情報）、ブリタニカ・オンライン・ジャパン（日・英百科事典）

ビジネスの鍵は図書館に
資料利用にとどまらない図書館の活用方法
充実の『レファレンスサービス』
「こんなことを調べたい」と思ったら、お気軽に各階の相談カウンターへ
どうぞ。専門職の司書が、資料探索や調べかたのご相談などを承ります。
また、電話でのご相談もお受けします。（直通 06-6539-3302）
・探している資料を所蔵しているか？
・必要なデータはどうやって見つければいいか？
・起業や創業に参考になる資料を探しているが？

パンフレット類の配布
3 階の「ビジネス関連情報コーナー」では、中小企業庁の各種起業支援
パンフレット、大阪産業創造館などのセミナーチラシなど、ビジネスに
役立つ資料を無料配布しています。
また、各階カウンター等では、各分野の調べかたや代表的な文献を
紹介した、当館作成の「調べかたガイド」もご用意しています。
また、同内容を当館 WEB サイトでも公開(PDF ファイル)しています。

ビジネスシーンに図書館を

仕事に役立つ図書館活用ガイド http://www.oml.city.osaka.jp/net/business.html

当館 WEB サイトの「ビジネスシーンに図書館を」では、ビジネス調査コーナーの資料案内や、ビジネスに関わる本のリスト・
ビジネスシーンのレファレンス事例など、ビジネスに役立つさまざまな情報を発信しています。ビジネス書コーナーワンポイント
ニュース(B・News)の PDF 版も公開中です。

大阪市立中央図書館
最寄駅

〒550-0014 大阪市西区北堀江４－３－２

TEL 06-6539-3302（調査相談）

地下鉄千日前線・長堀鶴見緑地線西長堀駅下車 ７号出口すぐ

開館時間 月～金(第1･3木曜日は休館) 9:15～20:30 土･日曜日､祝･休日 9:15～17:00
休館日

毎月第 1･3 木曜日(祝・休日は開館)、年末年始、蔵書点検期間

貸出

ひとり 8 冊まで（うち、ビデオは 2 本まで、
ＣＤ・カセットテープはあわせて４点まで）

15 日間
※資料の貸出には「図書館カード」が必要です。
登録は「図書館カード申込書」を記入して
B1F か 1F の貸出カウンターにお持ちください。
中学生以上の方は、現在の住所・お名前が
確認できるものをお見せください。

2010.4

大阪市立中央図書館 ３階 調査研究資料コーナー(調べものの本)
□「カウンター」と表示のあるものはカウンターの係員にお申し出ください。その都度お出しします｡
□毎年刊行されている年鑑・統計類などは最新２年分を配置しています。バックナンバーはカウンターでお尋ねください。
□人名録や企業名鑑、会社年鑑などで分野ごとのものは“各分野”に配置しています。
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19～21
新聞縮刷版

ビジネス調査コーナー(棚 3-A)
人名 地価 政府白書 企業情報 の４ジャンルにわけて集めました

キーワードあいうえお順 3 階調査研究資料コーナー棚の番号ごあんない
ＩＴ（アイティー）......................................9-B
医学..........................................................8-B
医師の名簿 .................. カウンター、8-A
「イミダス」 ..............................................3-B
印刷.......................................................11-A
インターネット........................................9-B
宇宙..........................................................8-A
運輸....................................................... 10-B
園芸.......................................................10-A
演劇・映画...........................................11-A
音楽.......................................................11-A
海運....................................................... 10-B
絵画.......................................... 10-B、11-A
介護..........................................................7-B
外交..........................................................6-A
外国為替 ................................................6-B
外国語..................................... 11-B、12-A
会社年鑑 ............................. ビジ、各分野
化学..........................................................8-A
化学工業 ................................................9-B
花卉.......................................................10-A
家系..........................................................5-B
学校............................................... 7-B、8-A
家庭医学 .............................................10-A
紙パルプ.................................................9-B
環境..........................................................9-A
観光....................................................... 10-B
官公庁.....................................................6-A
官報............ 最新はカウンター、バックナンバーは開架書庫
漢和辞典 ............................................. 11-B
機械..........................................................9-A
企業情報 ............................. ビジ、各分野
気象..........................................................8-A
教育............................................... 7-B、8-A
行政..........................................................6-A
漁業.......................................................10-A
キリスト教...............................................4-A
銀行..........................................................6-B
金属..........................................................9-B
金融..........................................................6-B

くずし字辞典.............................11-A、4-B
薬 ..............................................................8-B
軍事..........................................................8-A
経済・経営..............................................6-B
芸術学.................................................. 10-B
系図..........................................................5-B
言語学..................................... 11-A、11-B
原子力.....................................................9-A
「現代用語の基礎知識」....................3-B
建築..........................................................9-A
公害..........................................................9-A
「工業統計表」.......................................9-A
工芸.......................................................11-A
考古学.....................................................4-B
広告....................................................... 10-B
皇室..........................................................5-B
交通....................................................... 10-B
語学.......................................... 11-B、12-A
国語辞典 ............................................. 11-B
国際協力 ................................................6-A
「国勢調査報告」..................................7-A
ことわざ................................................ 11-B
古墳..........................................................4-B
古文書解読 ..............................4-B、11-A
コンピュータ...........................................9-B
財政..........................................................6-B
詩歌.......................................................12-A
寺院..........................................................4-A
自然科学 ................................................8-A
辞典(ことばの辞書)............ 11-B、12-A
自動車.....................................................9-A
司法..........................................................6-A
社会学.....................................................7-B
社会福祉 ................................................7-B
宗教..........................................................4-A
「住宅土地統計調査」 ..................... 10-B
出版..........................................................3-B
「商業統計表」.................................... 10-B
食品産業 ................................................9-B
植物学.....................................................8-B

（ビジ＝ビジネス調査コーナー＝棚番号 3-A）

書道.......................................................11-A
新語辞典 ................................... 3-B、11-B
神社..........................................................4-A
神道..........................................................4-A
人名事典 （架空人物） ..........................12-A
人名事典 （現代人名） .................ビジ、5-A
人名事典 （分野別） ..........................各分野
人名事典 （歴史人名） .............................5-A
心理学.....................................................4-A
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スポーツ ..............................................11-A
政治..........................................................6-A
製造業.....................................................9-B
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世界史.....................................................4-B
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短歌.......................................................12-A
「知恵蔵」 ................................................3-B
地価.........................................................ビジ
地学..........................................................8-A
地名辞典 ..................................... 5-B、6-A
地理............................................... 5-B、6-A
賃金..........................................................7-B
通信....................................................... 10-B
デザイン...............................................11-A
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哲学..........................................................4-A
鉄道....................................................... 10-B
天気..........................................................8-A
伝記..........................................................5-A
電気..........................................................9-A
伝統芸能 .............................................11-A
天文学.....................................................8-A
統計..........................................................7-A
「東商信用録」......................................ビジ
動物学.....................................................8-B
図書館学 ................................................3-B
特許..........................................................9-A
土木..........................................................9-A

日本語...................................................11-B
日本史..................................................... 4-B
年鑑（新聞社） ......................................4-A
年表（歴史年表）.................................. 4-B
農業 ...................................................... 10-A
俳句 ...................................................... 12-A
白書（政府刊行）.................................ビジ
博物館.....................................................4-A
美術 ......................................... 10-B、11-A
被服 ...................................................... 10-A
百科事典 ................................................ 3-B
病院名鑑 .................................. カウンター
風俗・習慣..............................................8-A
福祉 ......................................................... 7-B
物価 ......................................................... 6-B
仏教 .........................................................4-A
物理学.....................................................8-A
舞踊 ...................................................... 11-A
文学 ...................................................... 12-A
弁護士.............................6-A、カウンター
防衛 .........................................................8-A
貿易 .......................................................10-B
方言辞典 ..............................................11-B
放送 .......................................................10-B
法律 .........................................................6-A
マスコミ ...................................................4-A
マスコミ（放送）...................................10-B
民俗学.....................................................8-A
「民力」.....................................................7-A
薬学 ......................................................... 8-B
予算（国の予算）.................................. 6-B
「理科年表」 ...........................................8-A
陸運 .......................................................10-B
料理 ...................................................... 10-A
林業 ...................................................... 10-A
臨床心理学 ...........................................4-A
歴史 ......................................................... 4-B
歴史人名事典 ......................................5-A
労働問題 ................................................ 7-B
「六法全書」 ...........................................6-A

