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新聞記事検索などにデータベースが活用できます
調べ物は図書館で。
データベース
調べ方の案内

図書館のちいさなおはなし会
じゃあ、読もう。
2010年は、
国民読書年。

消防訓練での消火訓練

調べ方の案内を配布しています

調べ物は図書館で。

マーケティング情報「Mpac」
朝日新聞記事検索「聞蔵」
日経テレコン 21
JRS 経営情報
有価証券報告書「eol」

●Ｍｐａｃ（エムパック）
マーケティング情報パックは、約1000品目の個別市場調査をは
じめ、コンビニPOS、家計調査などを検索・即チェックできる
マーケティング情報サービスです。５つのコンテンツのデータを
横断検索することもできます。
・市場調査データ～市場動向、マーケットシェア、市場展望
・家計調査データ～総務省統計局「家計調査」の活用
・アンケートデータ～各種媒体に掲載されたアンケート調査
・コンビニＰＯＳデータ～首都圏260店舗以上が検索可能
・官公庁統計データ～10種類の官公庁統計データを整理して収蔵
無料検索サンプル：http://www.fgn.jp/mpac/

●ＪＲＳ経営情報
経営戦略、人事労務，賃金，特許情報，税務、業界事情、海外
情報、朝礼スピーチ等中小企業経営に的を絞ったデータベー
ス。経営計画書や資金繰り表、各種データ分析表、契約書・ビ
ジネス文書等の書式を見ることができます。
・経営相談Q＆A～問題別、テーマ別に専門家の回答
・実務文書～実務マニュアル・シート＆フォーム集
・一般情報～テーマ別朝礼・スピーチ集、業種業界動向
・公的情報～助成金・融資・ベンチャー支援情報等
ＪＲＳ経営情報サービス：http://www.jrs.ne.jp/

●ｅｏｌ （イーオーエル）
国内株式公開企業を中心とした企業情報を総合的に配信して
います。約100ページにわたる有価証券報告書全体を300以
上のパーツに細分化して収録しているので本当に必要な情報
だけを取り出し可能。基本属性、キーワード、財務データな
ど、様々な切り口からの企業検索が可能。金融庁、証券取引
所へ提出する制度開示資料、各企業のweb上に掲載された
ニュースリリースも収録。
有価証券報告書は1984年1月決算以降の全文を提供。
ｅｏｌ（イーオーエル）：http://www.eol.co.jp/

中央図書館では、利用者の
方が無料で利用できる商用
データベースを契約していま
す。新聞記事検索や起業、
会社経営等の参考にぜひ、
ご利用ください。検索結果の
プリントアウト（１枚10円）も
可能です。

●日経メニュー
過去30年分の新聞・雑誌記事から、国内120万社・海外5,000
万事業所の企業情報、ビジネスに欠かせない人事情報にいた
るまで、幅広いビジネス情報を多数収録しています。
それらの情報はすべて、日経をはじめとした各種メディアや信
用調査会社など、信頼のおけるリソースに限定。
・記事検索～日本経済新聞、日経産業新聞等が検索可能
・企業検索～日経会社プロフィル、企業決算から
・人事検索～日経WHO’S WHOから
・マクロ＆マーケット～マーケット概況、指数・債券・為替、マクロ経済統計、地域経済統計
日経テレコン２１：http://t21.nikkei.co.jp/

●聞蔵ＤＮＡ ｆｏｒ Ｌｉｂｒａｒｉｅｓ
1984年8月以降の朝日新聞、ＡＥＲＡ、週刊朝日、知恵蔵から
記事検索が可能です。
各都道府県の県庁所在地をカバーする地方版も収録されてい
ます。
聞蔵ＤＮＡ：http://database.asahi.com/library/

解決します！

「浦安市立中央図書館 ・ 調べ方の案内」 について

「調べ方の案内」は、あるテーマについて調べたいときに役立つ資料や情報を、分かりやすく紹介するガイ
ドです。紹介する資料や情報は、図書だけでなく雑誌記事やインターネットのホームページ、データベース
まで様々な形態の情報源にも目を配りました。
今回作成したものは「うらやす市民大学」の開校、「創業支援セミナー」の開催にあわせ、その授業内容に
即したものとなっていますが、今後これまで図書館に寄せられた質問を元に、多様なテーマに関する「調べ
方の案内」を作成していく予定です。
紹介している資料は、浦安市立図書館で所蔵している蔵書の一部です。中央図書館レファレンス室入口、
図書館ホームページにて配布しております。ご不明な点は、中央図書
館レファレンス室にお気軽にお尋ねください。
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消防訓練を実施

としょかんのちいさなおはなし会

平成 22 年 2 月 26 日に中央図書館にて消防訓練

平成 22 年 2 月 17 日に各分館・公民館図書室で「と

を行ないました。 年に 2 回実施している消防訓練

しょかんのちいさなおはなし会」 を開催しました。

ですが、 今回は職員全員が参加し、 火災が図書

全館合わせて 170 名の参加がありました。

館で発生したことを想定したものでした。

この会では、 ストーリーテリング （昔話などのおは

消防本部の協力を得て、 スモークマシーンによる

なしを職員が覚え、 語ること） や大型絵本のよみ

煙を火災現場から発生させての、 実際さながらの

きかせ、 手遊びなどを行ないました。 ストーリーテ

訓練で、 職員とご協力いただいた参加者を合わせ

リングは初めてという子どもたちも、 ろうそくの明か

て 79 名で真剣に訓練しました。

りの中で聞く 「おはなし」 の世界を楽しんでいまし

訓練に立ち会っていただいた消防隊員から、 よく

た。

声が出ていたとの講評をいただきましたが、 日頃

各分館 ・ 公民館図書室では、 毎週木曜日午後３

から消火器の位置や避難経路を確認しておくことな

時 30 分より、 絵本のよみきかせやわらべうたなど

ど、 日常的な心がけが必要なことをあらためて考

を楽しむ 「えほんのじかん」 を開催しています。

える機会となりました。

ぜひお子さんと一緒にご来館ください。

消防訓練の後は、 消防本部で消火訓練、 地震体
験などを行
ないました。

日の出公民館
図書室と美浜
公民館図書室
でのちいさなお
はなし会の様

図書館ホームページ～トピックス

子。

おはなしが終わ
ると願い事をし
て、 ろ う そ く を
吹き消します。

図書館の行事やお知らせをお伝えするホームペー
ジに新しいコンテンツを作成しました。
トピックスと名づけて主に中央図書館のお知らせや

編集後記

図書館で活動している読書会サークルの様子など

中央図書館のレファレンス室では、 調査、 研究のお手

をお伝えしていきます。

伝いするために、 役立つ資料や情報を提供しています。

ホームページは、 図書館でも大事なことをお知ら

今号でご紹介したデータベースや調べ方の案内をぜひご

せする 1 つのツールとなっています。 日々、 更新

活用ください。

を行ない、 図書館利用のお役に立てればと思って
います。
また、 図書館でこれまで撮りためてきた浦安市内
を撮影してきた写真をホームページ上で公開する
計画を立てています。 近日中に公開予定です。
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