
 
 
 
 
 
 
 
 

   就職活動のノウハウを知る                   

GLIM/OPACのキーワードで「就職」「就職活動」「キャリア」の単語を入れて検索します。 
--- 検索結果例 
 岡茂信『就職活動がまるごと分かる本 2020年度版 ＜内定獲得のメソッド＞』 大学図・1F開架 shikaku/81/2018 
 

 

 

 

 

 

   企業・業界の基本情報を知る             

▼冊子（企業・業界全般）を見る 

タイトル 大学図書館所蔵 法経図書センター所蔵 

『会社四季報』★ 大学図・2F参考676.9/13//P 東2法経図・3～5F書庫330.5/658//P（開架にもあり） 

『会社四季報  
    未上場会社版』★ 

大学図・2F参考676.9/13A//P 東2法経図・3～5F書庫330.5/658A//P（開架にもあり） 

『就職四季報』★ 大学図・1F開架shikaku/81/20** 東2法経図・6F開架SHIKAKU/0/20**/K 

『就職四季報女子版』★ 大学図・1F開架shikaku/81/20** 東2法経図・6F開架SHIKAKU/0/20**/K 

『就職四季報 
 優良・中堅企業版』★ 

大学図・1F開架shikaku/81/20** 東2法経図・6F開架SHIKAKU/0/20**/K 

『就職四季報 企業研究・ 
 インターンシップ版』 

－ 東2法経図・6F開架SHIKAKU/0/20**/K 

『会社四季報業界地図』★ 大学図・1F開架shikaku/80/20** 東2法経図・6F指定602.1A/To86k/Kaneda 

『日経業界地図』 大学図・1F開架shikaku/80/20** 東2法経図・5F参考602.1A/N71n/20**/R 

『海外進出企業総覧』★ 
（会社別編・国別編） 

会社別編 大学図・2F参考335/25//P 
国別編  大学図・2F参考335/15//P  

会社別編 東2法経図・3～5F書庫330.5/329B(2)//P 
国別編  東2法経図・3～5F書庫330.5/329B(1)//P 

『外資系企業総覧』★ 大学図・2F参考336.9/3//P  東2法経図・3～5F書庫330.5/329P//P 
『CSR企業総覧 
   雇用・人材活用編』★ 

大学図・2F参考335A /n1386 //P 東2法経図・3～5F書庫330.5/1232//P  

『CSR企業総覧ESG編』★ 大学図・2F参考335A /n1387//P 東2法経図・3～5F書庫330.5/1233//P  

『CSR企業白書』★  大学図・2F参考335A /n1472 //P 東2法経図・3～5F書庫330.5/1235//P  
※全て最新号の所蔵場所です。 
※配架場所・請求記号が変わることがあります。GLIM/OPACでタイトルを検索した上でご利用ください。 
※★が付いているものは、データベース「東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー」でも見ることができます。 
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Check it out! 
(チェゲラッ!) 

in 図書館 
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就活に役立つ情報源 

 時短技! 最近出版された本を選びましょう。検索結果は「最近出版された本順」に並ん
でいます。結果一覧の左側「絞込項目」から「出版年｣や「件名」等で絞り込み
ができます。 
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https://glim-sr.glim.gakushuin.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=v3search_view_main_init&block_id=296&tab_num=0&op_param=words%3DCSR%25E4%25BC%2581%25E6%25A5%25AD%25E4%25B8%2580%25E8%25A6%25A7%26srhRevTagFlg%3D
https://glim-sr.glim.gakushuin.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=v3search_view_main_init&block_id=296&tab_num=0&op_param=words%3DCSR%25E4%25BC%2581%25E6%25A5%25AD%25E4%25B8%2580%25E8%25A6%25A7%26srhRevTagFlg%3D
https://glim-sr.glim.gakushuin.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=v3search_view_main_init&block_id=296&tab_num=0&op_param=words%3DCSR%25E4%25BC%2581%25E6%25A5%25AD%25E4%25B8%2580%25E8%25A6%25A7%26srhRevTagFlg%3D


▼冊子（個々の業界）を見る 

GLIM/OPACのキーワードで業界名を入れて検索します。 
--- 検索結果例 
『最新保険業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載』 
（中村恵二, 高橋洋子著, 2018）東2法経図・6F開架SHIKAKU/0/2018/K 
 

▼企業情報検索データベースを使う 
データベース名 【 】内は同時アクセス数 説明 

東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー
【制限なし】 

「会社検索」または「就活企業サーチ」画面から四季報等の内容が入手可能。 

日経テレコン 21 (学校向け) 【10】 日本経済新聞社が提供する総合データベース。 
「企業検索」画面から、企業の事業内容・業績推移・労務情報等が入手可能。 

eol 有価証券報告書全文検索【4】 全上場企業の有価証券報告書が閲覧可能。 

 

    企業・業界の最近の動向を知る              

▼新聞記事を読む 
新聞名 所蔵館（原紙および縮刷版） 検索・本文閲覧・印刷できるデータベース 

            【 】内は同時アクセス数 
『日本経済新聞』 大学図書館・法経図書センター 日経テレコン 21 (学校向け) 【10】 

『日経流通新聞』 
（日経MJ） 

法経図書センター 日経テレコン 21 (学校向け) 【10】 

『日経産業新聞』 法経図書センター 日経テレコン 21 (学校向け) 【10】 

『日経ヴェリタス』 法経図書センター 日経ヴェリタス online【1：法経図書センター代行検索】 

『朝日新聞』 大学図書館・法経図書センター 聞蔵（きくぞう）Ⅱ ビジュアル【3】 

『毎日新聞』 大学図書館・法経図書センター 毎索（まいさく）【2】 

『読売新聞』 大学図書館・法経図書センター ヨミダス歴史館【2】 

『産経新聞』 大学図書館 
※縮刷版なし、最新 1 年分の原紙のみ 

－ 

※各館の新聞コーナー（大学図書館：1階）（法経図書センター：5階）でそれぞれ利用することができます。 
※1ヶ月以上前の新聞は「縮刷版」として別途所蔵されています。GLIM/OPACで「<新聞名>」及び「縮刷版」で検索すると出てきます。 
（大学図書館：2階参考図書コーナー / 法経図書センター：書庫） 
 

 ▼経済情報誌を読む 

雑誌名 大学図書館所蔵 法経図書センター所蔵 
（6F開架にもあり） 

検索・本文閲覧・印刷できるデータベース 
       【 】内は同時アクセス数 

『日経ビジネス』 － 東2法経図・3～5F書庫 330.5/696//P 日経BP記事検索サービス 
【制限なし】 

『週刊東洋経済』 大学図・2F雑誌室 東2法経図・3～5F書庫 330.5/329//P 東洋経済デジタルコンテンツ・ライ
ブラリー【制限なし】 

『エコノミスト』 大学図・2F雑誌室 東2法経図・3～5F書庫 330.5/129//P 毎索（まいさく）【2】 
または Japan Knowledge Lib【4】 

『週刊ダイヤモンド』 大学図・2F雑誌室 東2法経図・3～5F書庫 330.5/537//P D-VISION NET【2】 

『Newsweek 日本版』 大学図・2F雑誌室 東2法経図・3～5F書庫 050/161//P － 
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▼データベース CiNii（サイニィ） Articles で企業・業界名で検索する 

--- 検索結果例 
 第4の通信キャリアに楽天が名乗り 3強の高収益体質は変わるか【週刊ダイヤモンド106(1), 151, 2018-12-30】 
 長岡義幸. ブック・ストリート 流通 変化する出版業界【出版ニュース, (2497), 8, 2018-11】 

 

▼データベース 日経BP記事検索サービスを活用する 

☞メニュー「就活情報を収集する」から、業界や企業に関する情報を幅広く集めたり、地域で頑張る元気な
企業を調べることができます。 

 

 

    企業の歴史・沿革を知る              

▼GLIM/OPACのキーワード欄に企業名を入れて検索する 
--- 検索結果例 
『森永乳業100年史』（「森永乳業100年史」編纂委員会制作 2018）東2法経図・6F開架 B2/Mo57/100/K 

 
▼法経図書センター6階の社史のコーナーを見る（請求記号：B2/*/*/K） 
 

 

 

 

 

--- 検索結果例 
『70 years 1946-2016 : boosting growth for greater prosperity : 成長そして飛躍へ』 
（コーセー, 2018）東2法経図・6F開架 B2/Ko83/70/K 

 

 

   資格試験対策をする             

 

所蔵館 所蔵している主な資格試験対策本 貸出可否 

大学図書館1階 
（カウンター前の棚） 

TOEIC/TOEFL/IELTS、各種語学学習本、教員採用試験、日本語
教育能力検定、国家・地方公務員試験、社会・介護福祉士、
国内旅行業務取扱管理者、就職活動マニュアル本 

全資料 
貸出可能 

法経図書センター6階 
（階段を上がってすぐ右の棚） 

TOEIC/TOEFL、司法試験、司法書士、税理士、公認会計士、宅建 
貸出可能 

（一部貸出不可あり） 

理学部図書室 
（南4-3F、数学・書架【４】） 

TOEIC、情報処理系の試験、数学検定（1級）、教員採用試験、
アクチュアリー、プログラミング関係 

全資料 
貸出可能 

 
 
 

会社が自らの責任において発行しているその会社の歴史書。会社創立何十周年などを記念して発行されることが多
い。ときには1000ページを超す大冊のものもあり、一般経済・業界動向とともにその会社の歴史を叙述した本文の
ほかに、カラーの口絵写真、統計・資料、年表、役員任期表なども付されている。 
 
"社史"（一部抜粋）, 日本大百科全書(ニッポニカ), JapanKnowledge, http://japanknowledge.com, (参照 2014-08-28) 

 

☞ 社史とは 
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この冊子で紹介しているデータベースは全て 学外からもアクセス可能なデータベース  です。 
データベースの利用・アクセス方法は、以下を参照してください。 

 

 

学習院 データベース NAVIへアクセス 

①GLIM/OPAC にアクセスし、左メニューより

「オンラインデータベース」をクリック 

②データベース一覧画面が表示されます。 
お知らせや注意事項は、その都度必ず確認してください 

③調べたい分野のボタンをクリックすると、該当分野の
データベース一覧に移動します 

④使うデータベースが決まったら、データベース
名称のリンクをクリックします。内容を確認する
時は、「詳細」項目のボタンをクリックします 
 

⑤のキーワード欄に 

「丸善 ebook Library」と入力 

  ↓ 

検索結果の「丸善 ebook Library」を

クリック 

  ↓ 

トップ画面で書名を 

「内定獲得のメソッド 」と入力 

  ↓ 

『内定獲得のメソッド（マイナビ）』
シリーズをダウンロード可能です。
（１コンテンツ毎 60 ページまで） 
 

例： 

『就職活動がまるごと分かる本』 

『業界＆職種研究ガイド』 

『就活ノートの作り方』 

『エントリーシート完全突破塾』等 

就活関係 電子ブックの紹介 

 

学外からも 
使える！ 


