
ビジネス情報を探す 

しごと情報コーナーを始めとした仕事に役立つ情報の探し方をご案内します。 

１．しごと情報コーナーにはどんな本があるの？ 

本館１階・月のコート「しごと情報」コーナーにはビジネスに役立つ資料があります。 

スキル、経営者、企業、資格、健康、就職、起業などの見出しがあります。(後述｢しごと情報コーナー配置図｣参照) 

ビジネスに関する身近な情報を調べる場合は、まずこのコーナーを見ると便利です。 

２．蔵書検索用端末（OPAC）で資料を探す 

「蔵書検索用端末（ＯＰＡＣ）」とは図書館の資料を探せる検索パソコンとシステムのこと。 

キーワードやタイトル、著者名などを入力すると図書館の資料を探すことができます。 

館内にＯＰＡＣ用パソコンが数台ある他、ご自宅のパソコン・スマホでも図書館Ｗｅｂサイトで検索できます。 

★検索結果から資料詳細を確認すると、「所蔵場所」と「請求記号」で資料がある場所がわかります。 

所蔵場所「本館／１階書棚４２」などと、資料がある場所が表示されます。 

請求記号「336.4」などとＮＤＣの番号が表示されます。 

３．しごと情報コーナー書棚の見出しから資料を探す 

 

 

 

どんな見出しがあるの？ 

【接遇】 仕事におけるマナーやコミュニケーション、身だしなみなど 

【業務改善】 仕事に必要なツールや思考法、文書作成や時間管理などのスキル 

【名著】 ビジネスに役立つと定評ある本やブックリスト、受賞作 

【健康】 心身の健康を保って働くための体調管理やメンタルヘルス術 

【海外】 海外赴任ガイドや外国語のビジネス用語辞典、英語のビジネスメールの書き方など 

【学び】 仕事の能力を高める勉強方法や教養、自己啓発などの書籍、ＤＶＤなど 

【経営者】 著名な経営者の伝記、自伝や仕事術 

【業界】 業種ごとの業界事情や著名企業を掲載したガイドブックなど 

【企業】 著名企業や長野県内の企業に関する歴史や仕事術などの資料 

【職業】 仕事に役立ち必要となる資格や職業の仕事内容や就労方法、待遇などを紹介 

【就職】 就職・転職に役立つ面接や応募書類作成の参考書やキャリアを考え直すための本 

【雇用】 社員の採用、働き方改革、労務などに関する資料 

【創業】 職種別お店の開き方、集客、財務管理など起業・開業・経営に役立つ資料 

【女性】 女性のライフワークバランスやキャリアアップなど 

【マーケティング】 市場調査や販売促進、宣伝・ＰＲなどの資料 

 

 

 

 

塩尻市立図書館 

数字は「日本十進分類法（ＮＤＣ）」。 

資料の内容・ジャンルを数字で表す分類法の一つ。 

日本の公共図書館 99％が採用しています。(2008 年日本図書館協会調べ) 

この分類で資料を並べると、似た内容の資料が同じ書棚に集まり、調べやすくなります。 

蔵書検索用端末（ＯＰＡＣ）では「請求記号」として表示されます。 

当図書館の本は、書かれている内容に応じて、背に「数字」と「カタカナ」を書いた２段ラベルが貼られています。 

 

本館１階・月のコート「しごと情報」コーナーの本の背ラベルには 

● ｢数字｣と｢カタカナ｣を書いたラベル(336.4 や 673.9 など)  に加え 

● 書棚見出しに書かれた「テーマ」ラベル（業務改善や職業など） 

も貼られています。 

上のラベルが

｢テーマ｣ 
下ラベルの数字

が｢ＮＤＣ｣ 



４．しごと情報コーナーの雑誌を利用する 

しごと情報コーナーには、一般書店では購入できない専門的な内容の雑誌もございます。 

書籍よりも新鮮な情報で、インターネット情報よりも信頼性が高いとされる取材記事を読むことができます。 

● 日経ビジネス ● 週刊ダイヤモンド ● 週刊東洋経済 

● 週刊エコノミスト ● 事業構想 ● 経済月報 

● Harvard Business Review ● 月刊コロンブス ● リベラルタイム 

● ビジネスチャンス ● alterna ● ブレーン 

● ＷＤ（Web Designing） ● 日経コンピュータ ● 日経パソコン 

● ＭａｃＦａｎ ● 日経ＰＣ２１ ● Software Design 

● とーりまかし ● 日経Ｎｅｔｗｏｒｋ ● 日経エレクトロニクス 

● 日経ＸＴＲＥＮＤ ※ 休刊などにより変わります。 （2020 年 12 月現在） 

５．その他 通常の書棚の資料を利用する 

各テーマをもっと掘り下げたい場合は、「しごと情報」以外の通常の書棚も探します。 

● 企業・経営に関する本 …背ラベルの NDC が 335 で始まる本（１階２４番の棚） 

● 経営管理に関する本 …背ラベルの NDC が 336 で始まる本（１階２５番の棚） 

● 労働経済・労働問題に関する本 …背ラベルの NDC が 366 で始まる本（１階２４,２５番の棚） 

● JIS ハンドブック、白書、各種統計、年鑑、全国の電話帳（１階４１番｢統計・年鑑｣の棚） 

● 会社四季報や地域ブランド調査塩尻市の個別報告書など館内閲覧（１階メインカウンター） 

 

館内のＯＰＡＣ（蔵書検索専用パソコン）を使ってタイトルや著者、キーワードから本を探すことができます。 

検索の仕方や書架の場所がわからない方は、職員がご案内いたしますのでお気軽に声をおかけください。 

 

６．統計・年鑑・白書コーナーの参考資料 

本館 1 階「統計・年鑑・白書コーナー」には、市場・業界動向が把握できる統計・年鑑・白書に加えて、ビジネ

スに役立つ参考図書がございます。貸し出しできませんが、コピーサービス（有料）をご利用いただけます。 

■ 業界動向 

『業種別業界情報』 経営情報出版社 （603.6／チ） 

業種別に中小企業を中心とした企業活動の情報を収集、詳細に分析。商・工・サービス業 350 業種の動向

と最新情報を掲載。 

『業種別審査事典』全１０巻 金融財政事情研究会 （338.5／キ） 

金融機関の融資・審査に使われる業種別取引事典。各業界動向や業務内容・特性、取引推進上のポイント

などを解説。 

■ 会社情報 

『帝国データバンク会社年鑑 東日本』 帝国データバンク （335.03／テ） 

『東商信用録 中部版』 東京商工リサーチ名古屋支社 （335.03／ト） 

『長野県会社年鑑』 東京商工リサーチ （Ｎ335／ト） 

■ ＪＩＳハンドブック 

『JIS ハンドブック』各種 日本規格協会 （509.1／ニ） 

部門・分野別に、JIS 番号、規格名称、価格、対応国際規格などを記載した目録。 

■ 加除式法律書 

『基本判例』 『判例・通達 実務大六法』 第一法規出版 

 

7．コンピュータコーナーのＩＴ系資料 

本館 1 階「しごと情報コーナー」横の「コンピュータ」コーナーには仕事に役立つ下記の IT ジャンルの本がありま

す。 

スマートフォンなどスマートデバイス ＳＮＳ・クラウド 各種ソフトウェアの使い方 

 プログラム言語 システム開発 データ通信 

セキュリティ ＩＴ読み物 情報工学・ＯＳ など 



 

8．郷土資料で調べる 

長野県内の仕事に役立つ情報を調べるには本館 1 階の「郷土資料コーナー」もご参照ください。 

①塩尻市の仕事に役立つ情報を調べる本 

■ 『統計しおじり』 塩尻市協働企画部企画課/編 

塩尻市 年刊 （N351.5/シ）  

■ 『塩尻市総合計画』 塩尻市/編 

塩尻市 数年ごとに刊行（Ｎ318.2/シ） 

…塩尻市の長期戦略、中期戦略を掲載。産業振興などについて書かれています。 

 

②長野県の仕事に役立つ情報を調べる本 

■ 『長野県統計書』 長野県企画部情報統計課/編 

長野県 年刊 （N351.5/ナ）  

…労働、事業所、農水林業、鉱工業、商業、金融、運輸・通信、電気・ガス、物価・家計、県民経済計算、住

宅・環境、観光といった長野県の産業統計が調べられます。 

■ 『ながの県勢要覧』長野県企画部情報統計課/編 

長野県 年刊 （Ｎ351.1/ナ） 

…掲載項目は『長野県統計書』と同じです。巻頭に見やすい図表やグラフが掲載されています。 

上記の統計資料以外の本で、長野県の経済に関する本は 1 階 36 番の棚にあります。 

● 長野県内の企業に関する本 …背ラベルの NDC が 335 で始まる本 

● 長野県内企業の社史  …背ラベルの NDC が 338 で始まる本 

● 長野県内の労働問題  …背ラベルの NDC が 366 で始まる本 

 

９．企業の環境報告書を調べる 

本館 1 階・月のコート「しごと情報コーナー」では、企業の環境報告書やＣＳＲ報告書を集めています。この報告

書は、企業各社が環境問題やその他の社会的課題に対して行った取り組みを知るための資料です。 

冊子体だけでなく、インターネットで閲覧できるものも多数あります。 

１０．商用データベースを利用する 

環境問題に関する最近の話題を知るには、新聞や雑誌記事も有用です。本館では、新聞記事などを調べら

れる便利な商用データベースを無料で１時間までご利用いただけます。（カウンターで要申込） 

 「信濃毎日新聞データベース」 （信濃毎日新聞） 

 「聞蔵Ⅱ」 （朝日新聞） 

 「日経テレコン２１」 （日経各紙） 

調べたいキーワードや日付から新聞記事を検索し、本文を読むことができます。 

 「Japan Knowledge Lib」 （知識データベース） 

『日本大百科全書』、『現代用語の基礎知識』など約 50 種類のデータベースを一括検索できます。 

 「第一法規法情報総合データベース」 （第一法規の法律データベース） 

法令や判例などのデータベース。正式な法律名が分からなくてもキーワードや通称で調べられます。 

 「ルーラル電子図書館」 （農山漁村文化協会の記事など） 

農園芸や第六次産業などに役立つ、農文協が足で取材した様々な記事を掲載。 

 



１１．インターネット上の情報源  

ご自宅のパソコンから見られる環境関連のインターネット情報源をご紹介します。本館ではインターネット用パソ

コンを無料で１時間までご利用いただけます。（カウンターで要申込） 

 塩尻市の統計（http://www.city.shiojiri.lg.jp/gyosei/tokei/index.html） 

…塩尻市『統計しおじり』など各種統計資料への窓口です。 

 『統計ステーションながの』（https://tokei.pref.nagano.lg.jp/） 

…長野県の統計情報。 

 (独)統計センター『政府統計の総合窓口 ｅ－Ｓｔａｔ』 （https://www.e-stat.go.jp/） 

…各府省等の統計データ、調査票項目情報など各種統計情報をワンストップで見られます。 

 総務省統計局 （https://www.stat.go.jp/data/index.html） 

…総務省統計局の統計データが掲載されています。 

 経済産業省 （https://www.meti.go.jp/） 

…経済産業省の制度や政策、審議会・研究会にみる今後の方針、統計などを掲載。 

 中小企業庁 （https://www.chusho.meti.go.jp/） 

…中小企業や起業を考える方々に対する施策や支援、統計などを掲載。 

 日本銀行 統計 （https://www.boj.or.jp/statistics/index.htm/） 

…日本銀行の統計を制度別、分野別で探せます。 

 経済レポート専門ニュース『keizai report.com』 （http://www3.keizaireport.com/） 

…シンクタンク、金融機関の公表レポートまとめサイト。 

 『不景気.com』 （https://www.fukeiki.com/） 

…不景気を脱するのに役立つまとめサイト。 

 

１2．しごと情報コーナー「テーマ」見出しの配置図 

しごと情報コーナー書棚に「テーマ」見出しがどう並んでいるかを示す配置図です。 

接遇 業務改善 名著 学び 経営者 企業 職業 創業 創業

ビジネスマナー

電話応対

身だしなみ

問題解決･思考法 ビジネス名著

勉強法

新聞活用

ビジネス書・読書

経営者

県内

情報通信業

職業ガイド

資格

創業・起業

開業・開店

補助金･助成金

シニア

接遇 業務改善 名著 学び 経営者 企業 職業 創業 女性

話し方・敬語

スピーチ・挨拶

フレームワーク・図表

レポート・報告書

ビジネス名著 教養･自己啓発 経営者 製造業

職業ガイド

資格

創業・起業

開業・開店

女性の働き方

接遇 業務改善 名著 学び 経営者 企業 創業

営業・接客

(接客英会話）

業務改善・整理術

時間管理

能率・生産性

ビジネス名著 教養･自己啓発 経営者

製造業

娯楽業

航空・運輸業

創業・起業

開業・開店

接遇 業務改善 ビジネス書大賞 学び 経営者 企業 就職 創業 マーケティング

クレーム対応

リーダーシップ

文具活用

デジタルツール

遠隔会議・テレワーク

ビジネス書大賞

受賞作

プロフェッショナル

仕事の流儀

経営者

飲食店

宿泊業

就職･失業

新しい働き方

創業・起業

開業・開店

マーケティング

接遇 業務改善 健康 学び 業界 企業 就職 創業 マーケティング

コミュニケーション

（対人関係・人間関係）

企画書・資料作成

プレゼンテーション

メンタルヘルスなど

プロフェッショナル

仕事の流儀

会社･業界ガイド

卸売･小売

その他の産業

転職･キャリア

履歴書･面接

創業・起業

開業・開店

販売促進

業務改善 海外 学び 業界 企業 雇用 創業 マーケティング

会議

ファシリテーション

ビジネス文書

文書作成

ビジネス英語など

プロフェッショナル

仕事の流儀

会社･業界ガイド その他の産業 雇用

創業・起業

開業・開店

販売促進

求人情報

しごと情報コーナー配置図

 

作成：塩尻市立図書館（tel 0263-53-3365） 
 


