高知県立図書館からのお知らせ
高知県立図書館では、全 19 種のオンラインデータベースの利用ができます。2F カウンターにてお申し出ください。
（1 回 30 分まで＜他の方の利用がなければ延長可＞。利用は無料です、印刷は有料＜白黒 10 円、カラー30 円＞です。）

データベース
日経テレコン
（図書館版）

高 知 新 聞

－

新聞系＜5 種紹介＞

－

日経４紙（日経、日経産業、ＭＪ、日経金融新聞）の記事検索だけでなく、日経の NEEDS 統計
データ、POS 情報・売れ筋商品ランキング、会社プロファイル（全国主要 3 万社）、WHO'S WHO（約
30 万人）も利用できます。（※図書館版のため通常と異なり閲覧できない情報もあります）
11 日前の紙面から、古くは明治期の紙面を閲覧できます。
記事見出しの検索は終戦以降、内容検索は 1997 年以降の記事でできます。

毎索（毎日・
週刊ｴｺﾉﾐｽﾄ）

毎日新聞の記事の検索、閲覧ができます。（高知地方面は 1999 年以降のもの）また、毎日新聞実
施の世論調査結果の閲覧や、『週刊エコノミスト』（1987 年以降）の記事検索・閲覧もできます。

聞蔵Ⅱ
（朝日・週刊
朝日・AERA）

1879 年の創刊から当日の記事の検索(本文検索は 1985 年以降)、閲覧ができます。地域版(高知
は 1997 年以降、沖縄除く)に加え、週刊朝日ニュース面、AERA、人物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ、歴史写真ｱｰｶｲﾌﾞ、
ｱｻﾋｸﾞﾗﾌ、「知恵蔵」も収録。また、ヘラルド朝日(2001.4～)とその後継サイト Asia & Japan Watch の
記事が検索できます。

ﾖﾐﾀﾞｽ歴史館
（読売・The
Japan News）

1874 年の創刊から前日の記事の検索(内容検索は 1986 年以降)、閲覧ができます。地域版(沖縄
除く)の検索ができます。(高知版は 1953.9.20 ～ 1997.11.30 は日付による紙面検索のみ、
1999.10 からは内容検索も) The Japan News の 1989 年以降の記事検索や、「現代人名録」（約
26,000 人掲載）も利用できます。

データベース

－ 論文・記事索引系＜5 種紹介＞ －

（注）論文・記事そのものの閲覧は
できません

JDreamⅢ

国内外の学協会誌（ジャーナル）、会議・論文集／予稿集、企業技報、公共資料などを情報源と
し、文献情報の収録数は 6,000 万件超の日本最大級の科学技術文献データベースです。

医中誌 Web

【New!】 NPO 法人医学中央雑誌刊行会が作成する、国内発行の、医学・歯学・薬学・看護学及び
関連分野の約 6,000 誌から収録した約 1,000 万件の論文情報のデータベースです。

ざっさくﾌﾟﾗｽ

【New!】 皓星社刊行の『明治・大正・昭和前期 雑誌記事索引集成』を基に作成された、明治から
戦前期に刊行された雑誌や、地方で刊行された雑誌に強みを持つ雑誌記事の索引データベースです。

Web
OYA-bunko

【New!】 (公財)大宅壮一文庫が所蔵する大衆誌を中心とした、明治時代から最新まで 520 万件の
雑誌記事の索引データベースです。

最新看護索引
Web

【New!】 日本看護協会図書館の所蔵の国内発行の看護および周辺領域の雑誌・紀要等に掲載さ
れた文献の中から看護の実践・研究・教育に関する文献情報のデータベースです。

高知県立図書館
住所 ： 高知市丸ノ内１丁目 1-10（お城のすぐ近く！）
TEL ： 088-872-6307 FAX：088-872-6479
開館日時 ： 火～金 9：00～19：00

土・日 9：00～17：00

※休館日 毎週月曜・祝日・毎月最終金曜日・年末年始・館内整理期間
貸出冊数 ： 高知市民図書館と合わせて 20 冊
貸出期間 ： 2 週間
返却場所 ： 高知県立図書館、高知市民図書館（分館・分室を含む）、
県内各市町村立図書館等

その他、当館について詳しくは

高知県立図書館

検索

web ページをご覧ください。 (2017.5)

高知県立図書館からのお知らせ
高知県立図書館では、全 19 種のオンラインデータベースの利用ができます。2F カウンターにてお申し出ください。
（1 回 30 分まで＜他の方の利用がなければ延長可＞。利用は無料です、印刷は有料＜白黒 10 円、カラー30 円＞です。）

データベース

－ ﾋﾞｼﾞﾈｽ・その他＜９種紹介＞ －

官報情報検索
サービス

昭和 22（1947）年 5 月 3 日以降の官報（本紙、号外、政府調達公告版、目録、資料版）が検
索、閲覧できます。

D1-Law.com

憲法から告示まで 3 万 1 千件余の法令、約 22 万件の判例と要旨・解説情報、また、幅広い収録対
象誌から収集した約 64 万 5 千件の文献情報等の法情報を検索できます。

（法情報）
ルーラル
電子図書館

月刊誌『現代農業』や『農業総覧 原色病害虫診断防除編』、『農業技術大系』、『食品加工総覧』
など「食と農」をテーマに、農文協の出版物のデータを収録。農業系に特化したデータベースです。
『日本の食生活全集』には各地の郷土料理が紹介。飲食店などの方も新料理の参考にぜひ。

市場情報評価
ナビ
（MieNa）

商圏分析のレポートを得られます！ 町丁別にその中心から半径 0.5、1、3 キロ圏について分析し、居
住者と法人について 5 段階にランクづけしたマーケット評価レポートを見ることができます。高知県、徳島
県、香川県、愛媛県の四国 4 県と、東京都、大阪府、愛知県内について分析することができます。
（注）毎月第 3 日曜日 11 時～13 時は定期保守のため使用できません

Mpac
(マーケティング
情報パック)

CD・Eyes50
(企業情報
の検索)
Research
Monitor
BI コモンズ
電子ﾗｲﾌﾞﾗﾘ
ブリタニカ･
オンライン･
ジャパン

【New！】 富士経済グループの市場調査（約 1,500 品目の市場規模、メーカーシェア、今後の市場
動向）、ドラッグストア POS データ、コンビニ POS データ、家計調査データや消費者アンケートなどを収録し
たマーケディング情報をまとめてチェックできるデータベースです。
日本全国の企業データ売上上位 50 万社を 1 つのデータベースで検索し、詳細な企業情報を引き出せ
ます。29 項目の検索キー（商号・代表者・所在地・設立年月・創業年月・資本金・従業員数・業種・役
員・大株主・営業種目・仕入先・販売先・取引金融機関・最新売上・最新利益・代表者生年月日・同
出身校・同出身地等）による詳しい検索も可能！
80 カ国の産業・国についての 5,000 件以上の英文レポートの検索・閲覧ができます！
（注）全文英語のデータベースです
BIC ライブラリ（機械振興協会図書館）所蔵の資料（機械工業を中心に、経済・産業・企業に関す
る専門書、報告書など）の一部を電子書籍として閲覧できます！
【New！】 百科事典の代名詞、ブリタニカ国際大百科事典と小項目事典、ブリタニカ国際年鑑を収
録。Britannica Academic（本家 Encyclopædia Britannica＜英語＞を収録）も利用できます！
（紙媒体は刊行終了していますが、オンラインでは今も更新されています。）
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