法政大学図書館 2021 年 4 月改訂

調べ方の近道ガイド

企業の社会貢献活動（環境活動・CSR・SDGs）
◆請求記号：図書館資料の背に貼られたラベルの番号。 図書館の資料は請求記号順に並べられています。いわば本の住所のようなものです。
◆DB：データベースは学内のネットワーク環境で利用することができます。ほとんどのデータベースは、VPN 接続により学外からも利用可
能です。詳細は法政大学図書館 HP（ http://www.hosei.ac.jp/library/ ）
「オンライン・データベース」より確認してください。

キーワード

■OPAC で調べる
OPAC を使って法政大学の蔵書を調べられます。所蔵館や
配架場所、請求記号を確認しましょう。他館からの取り寄
せも可能です。
法政大学図書館 HP ≫ OPAC（法政大学蔵書検索）
http://opac.lib.hosei.ac.jp/

▷ OPAC や各種データベースを検索する際には適切なキー
ワードが必要です。辞書・辞典などから関連キーワードを
探しましょう。
CSR、企業の社会的責任、環境マネジメントシステム、
ISO14001、環境監査、
環境報告書、CSR 報告書、SDGs、
ESG、ISO26000、コンプライアンス、サステイナビリ
ティー、持続可能な開発、環境管理、環境経営

■入門書を読んでみよう
入門書に掲載されている参考文献・引用文献から関連図書
を探すこともできます。
（一例）

イメージをつかもう

資料情報

▷ 「環境マネジメント」とは？
辞書や辞典を引いて概略をつかみましょう。検索キーワー
ドを増やすのにも役立ちます。
（一例）
資料情報

配架場所

環境経済・政策学事典 /
市:1F
環境経済・政策学会編， 多:1F 参考(和)
2018
環境・CSR キーワード事
典 : 日経エコロジー厳選
市:1F
/ 日経エコロジー編，
2016
環境マネジメント / 日本
規格協会編集．日本規格 市:B1F 参考
協会，2020

請求記号
519/KA
519/461:R

519/NI

509.1/17/2020/R

DB Japan Knowledge
「現代用語の基礎知識」
「情報・知識 imidas」など新語辞
典をオンラインで調べることもできます。

企業･経営

519

公害・環境工学

企業の環境部門担当者のため
の SDGs をめぐる潮流がサク
ッとわかる本 : パリ協定、 市:1F
SDGs、ESG 投資とその後 / 小:2 閲 B1F
猪刈正利, 黒柳要次著 ; 日刊 エリア C
工業出版プロダクション編，
2018

519.1/IK
519.1/I31

環境マネジメントシステム入
門: やさしい ISO 14001(JIS 市:1F
Q 14001) / 吉田敬史著，2015

519.1/YO

サステイナブル・カンパニー
入門 : ビジネスと社会的課題
市:1F
をつなぐ企業・地域 / 大室悦
賀著，2016

335.1/OM

市:1F
多:2F
電子版有り
（KinoDen）

333.8/TA

■国内で出版されている図書を探す
DB BOOKPLUS
昭和元年から現在までに出版された約 534 万件の本の情報
を検索できます。

■直接本棚に行って探す
図書は NDC（日本十進分類法）の順に並んでいます。
直接図書館の本棚を探す場合には、分類番号をメモして行
きましょう。
分類番号
分野
335

請求記号

335.1/KO

SDGs を学ぶ : 国際開発・国
際協力入門 / 高柳彰夫, 大橋
正明編，2018

図書を探そう

配架場所

CSR の基礎 : 企業と社会の
新しいあり方 / 國部克彦編
市:1F
著 ; 神戸 CSR 研究会編，
2017

DB CiNii Books
全国の 1,200 以上の大学図書館等が所蔵する図書の情報を
検索できます。
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論文や雑誌記事を探そう

■データベース
キーワードや日付から検索して本文を読むことができます。
データベース
新聞
収録期間

▷ 研究に必要な文献は図書として出版されるほかに雑誌に
論文として発表されているものがあります。
雑誌記事・論文を探すには①論文タイトル・掲載雑誌名・
巻号を検索し②OPAC で該当雑誌の所蔵を確認します。
■記事索引データベース
DB CiNii Articles
学術論文や雑誌記事の情報を検索できます。一部の論文は
本文を PDF で見られます。

き くぞう

聞蔵II ビジュアル

朝日新聞

1879－

ヨミダス歴史館

読売新聞

1874－

日経テレコン 21

日本経済新聞

1876－1958,1975－

毎日新聞

1872－

まいさく

毎索

DB MAGAZINEPLUS
一般雑誌から学術雑誌まで、各種雑誌記事の情報を検索で
きます。
（一例）
論文・記事情報

関連サイトの紹介
・環境省「総合環境政策」
http://www.env.go.jp/policy/

「持続可能な社会と企業の役割 : CSR と企業倫理の視点
から」出見世 信之『労働の科学』74(2), 74-78, 2019-02

・CSR 図書館.net
http://csr-toshokan.net/

「ISO 14001 を活用した SDGs へのチャレンジ(第 4 回)大
企業における取り組み」寺田 和正『アイソス』24(1),
61-65, 2019-01

・日本適合性認定協会
http://www.jab.or.jp/

「SDGs を踏まえた企業の戦略的環境経営 (特集 SDGs17
の目標と企業戦略)」小山 富士雄『環境管理』54(4), 22-29,
2018-04

・法政大学 for SDGs
https://www.hosei.ac.jp/sdgs

■専門雑誌を探す
気に入った論文・記事が掲載されている専門雑誌が見つか
ったら、通覧してみるのも一つの方法です。
（一例）
資料情報

配架場所

『人間環境論集』
法政大学人間環境学会
『人間と環境』
日本環境学会

市:B1F･B3F
多:B2F
市:B1F･B3F

専門的な情報を探してみよう
▷ さらにテーマを掘り下げるために専門書や関連分野の資
料を探してみましょう。
（一例）

請求記号

資料情報

A7h/224
K/法政/109
A7h/185

『宣伝会議.別冊､環境
市:B1F･B3F
会議』宣伝会議

A7h/223

『環境科学会誌』
環境科学会

多:1F･4F

A7h/224

『環境総覧』
通産資料調査会

市:B1F 参考・B3F
多:4F

YL/24
YL/33

新聞記事を探そう
▷ 社会的な出来事や事件・事故など、時間の流れを追って
調査できます。過去の社会の様子を知るのにも有効です。

配架場所

請求記号

企業経営と環境評価 / 栗山
市:1F
浩一編著, 2018

519.1/KU

環境経営とイノベーショ
ン : 経済と環境の調和を求 市:1F
めて / 所伸之編著, 2017

519.1/TO

企業家に学ぶ ESG 経営 : 不
市:B2F 書庫
連続な社会を生き抜く経営
多:B1FNDC
構想力 / 長谷川直哉編著， 和書
2019

335.1/276
335.1/291

CSR 白書社会に応える「し
なやかな」会社のかたち:研 多:B1FNDC
究報告 / 東京財団CSR研究 和書
プロジェクト著, 2015

335.15/291/2015

困ったときは・・・
■原紙／縮刷版
館内の新聞コーナーにあります。縮刷版は現物の新聞をそ
のまま縮小して印刷したものです。巻頭の索引を使うと関
連するテーマの新聞記事が検索できます。

探している図書・雑誌などの資料が本学図書館にない場合
は、レファレンスカウンターに相談してください。

2/2

