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県県立図立図書館書館は、は、図書図書や雑や雑誌の誌の貸出貸出のほのほかにかにも、も、郷土郷土資料資料の収の収集と集と保存保存、市、市町村町村の図の図書館書館や学や学校図校図書書
館へ館への支の支援、援、利用利用者に者に代わ代わってって図書図書館職館職員が員が調査調査をすをするレるレファファレンレンスサスサービービスなスなど、ど、様々様々なサなサービービスをスを実実
施し施していていますます。。
今今回は回は、県、県立図立図書館書館2階2階参考参考資料資料室で室で実施実施してしているいるビジビジネスネス・就・就業支業支援サ援サービービスにスについついて紹て紹介し介しますます。。

　企業家や起業を考えている方、ビジネスパーソン、就業を考えている方
など、ビジネスに携わる様々な方を、図書館が支援するサービスです。
　図書や雑誌、新聞、オンラインデータベースなどの多様な資料から、
ビジネスに必要な情報を探すお手伝いや、ビジネス・就業に役立つ資料の
貸出などをしています。

ビジネス・就業支援サービスとは？

図書館の上手な使い方

　ビジネス・就業支援コーナー以外の場所にも、当館には、起業や就業、ビジネスの参考となる資料がたくさんあります。
　たとえば仕事の仕方や経営実務に関する本は、第２一般資料室の請求記号 336（経営管理）のコーナーに、広告や
宣伝の方法・デザインに関する本は、第１一般資料室の請求記号 674（広告・宣伝）のコーナーに、それぞれ所蔵し
ています。
　お探しの資料がある方は、お気軽に図書館職員にお問い合わせください。

１

●統計、年鑑資料
公的機関や民間組織などが作成した統計や年鑑などのうち、ビジネスの
役に立つ資料が集めてあります。
　貸出はできませんが、コピーを取ることは可能です。

●オンラインデータベース
過去の新聞記事や法律の条文、島根県内の人口分布など、ビジネスの参
考になるデータを、コンピュータを使って検索することができます。

●貸出可能な資料
ビジネス・就業支援コーナーでは、ビジネスの参考となる様々な資料を
取り揃え、貸出可能としています。
　たとえば、起業の仕方について書かれた本や、資格の取得方法について
書かれた本、飲食店や小売店といった各種の店舗を開店する方法について
書かれた本などがあります。

どんな資料がある？2



ビジネス・就業支援サービス編

利 用 時 間：60分（次の利用者がいない場合、30分ごとに延長可能）
プリントアウト：白黒１枚 20円、カラー１枚 100円
データベースごとに、プリントの条件や１日にプリントできる回数などが異なります。

詳細は県立図書館参考資料室まで
お問い合わせください。 【問合せ先】 電話 0852ー22ー5739（参考資料室）

オンラインデータベースの
利用について

オンラインデータベースの紹介
聞蔵Ⅱビジュアル１

　朝日新聞（1945年以降の巻号）、週刊朝日（2000年４月以降の号）、『ＡＥＲＡ』（すべての巻号）の記
事を全文検索することができます。

過去の事件がどのように報道されたか調べたいとき。調べたいニュースが起こった日
付がわからないときなど。全国の地方面の記事を検索することも可能なので、地域の
歴史について調査するのにも活用できます。

こんな時に
役立つ

日経テレコン212
　1975年４月以降の日経新聞、日経産業新聞、日経流通新聞の記事が検索できます。

就職活動やビジネスで、特定の会社や業界全体の情報を収集したいときなど。県内
だけでなく、日本全国の企業の状況や、人事情報などを素早く知ることができます。

こんな時に
役立つ

こんな時に
役立つ

こんな時に
役立つ

こんな時に
役立つ

D１-Law.com 第一法規情報総合データベース3
　各種法令や判例、判例要旨、法関連文献と判例の書誌情報など、法律に関係する様々な情報をまとめて
検索することができます。

特定の裁判の具体的な判例が知りたいときや、自分の仕事に関係する法律の条文を
調査したいときなど、法律に関連した多くの調査で活用できます。

官報情報検索サービス4
　1947年５月３日（日本国憲法施行日）以降の官報をすべて検索することができます。

国の関連機関が交付した入札情報、公告などを調べたいとき。

市場情報評価ナビＭ i e N a（ミーナ）5
　指定した地域の人口・世帯数や、年齢の分布、消費支出・購買力などの多様なデータを用いて、その地
域の商圏力を分析できるデータベースです。また、県・市町村単位での市場規模や成長度などの経済動向も
調査することができます。

新しい事業を始めたり、新しい店舗をつくるなど、地域のニーズを探したり、特定商
品の需要が大きい地域を探したいとき。



過去に島根県立図書館に寄せられた、ビジネスに関する質問と、それに対する回答を紹介します。
（質問や回答の内容は、実際のものから一部改変してあります）

各種報道によると、2016年の訪日外国人は、推計で2000万人を突破したと言われており、
社会的な関心事となっています。
当館では、たとえば以下のような資料を所蔵しています。
　①『訪日外国人インバウンド市場　攻略の鉄則』
　　（ジャパンショッピングツーリズム協会監修、日本経済新聞社）
　②『インバウンド・ツーリズム・ハンドブック』（日本文芸社編著、日本文芸社）

①は日本各地で行われている、訪日外国人向けの観光サービス業の事例集です。
②は訪日外国人の中でも最も多い、アジア諸国からの観光客のデータをまとめた本です。
それぞれの国の旅行・訪日シーズンや、観光の際に何を求めていることが多いかなど、
実用的な情報が揃っています。

③、④ともに、近年の日本の観光産業の動向について、網羅的に解説した資料ですが、
③は民間の視点から、④は官公庁の視点から、それぞれ書かれています。

また、最近の訪日外国人向けのサービスの動向を知るには
　③『最新旅行業界の動向とカラクリがよ～くわかる本』（中村恵二ほか著、秀和システム）
　④『観光白書』（国土交通省刊行編、昭和情報プロセス）
　　等の資料を参照するとよいでしょう。

するにあたって参考になる本や、最近の外国人向けビジネスの動向
がわかる資料はありますか？

こんな相談がありました3

質問

質問

回答

回答
ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）の方々が生活しやすい社会づくりについて書かれた本は、近年盛ん
に出版されていて、当館にも複数の本が所蔵されています。以下のような本を参照してはいかが
でしょうか？
　①『職場のＬＧＢＴ読本』（柳沢正和ほか著、実務教育出版）
　②『ＬＧＢＴｓの法律問題Ｑ＆Ａ』（大阪弁護士人権擁護委員会性的指向と性自認に関する
　　プロジェクトチーム編、弁護士会館ブックセンター出版部ＬＡＢＯ）

①は、性的マイノリティの方々が働きやすい職場づくりをするための、実践的な方法に
ついて書かれています。
②は性的マイノリティの方々が社会で直面し得る、様々な問題について、法的な観点か
ら解説した本です。今回のご相談の場合、「労働・社会保障」についてまとめられ「第５章」
が特に参考になるのではないでしょうか。

会社で管理職をしています。ＬＧＢＴの人が安心して働ける職場制度を
作りたいのですが、どんな本が参考になるでしょうか？

　島根県立図書館では、すべての県民の皆さんに資料を利用してもらうため、市町村の図書館を通して貸出を行っ
ています。
　県立図書館に求める資料があるかどうかは、インターネットの蔵書検索（県立図書館HP）や、電話での問い合わせ、
またはお近くの市町村図書館までお尋ねください。



資料を借りるときは、島根県立図書館のHPから直接申し込む方法（遠隔地利用者図書貸出サービス）や、
お近くの市町村図書館を通じて申し込む方法（相互貸借）があります。

質問

回答 これからますますニーズが増大すると思われる、介護福祉ビジネスに関する資料は、当館
も多数所蔵しています。
　①『最新版介護ビジネス進出の実務の手続き』（大内俊一著、日本実業出版）
　②『介護保険サービス運営ハンドブック』
　　（一般財団法人シルバーサービス振興会編、中央出版）

①は主に介護ビジネスを始めるにあたって必要な知識が、②は運営中に必要となる
法律や制度についての情報が、解説とともにまとめられています。

　チラシの配布についてですが、介護老人ホームを活用するのは主に高齢者とそのご家族
ですので、高齢者が多く住んでいる地域で宣伝活動をするのが効果的だと考えられます。
　高齢者の多い地域については、オンラインデータベースの市場情報評価ナビ MieNaを
利用することで、調べることができます。

松江市内で介護老人ホームの経営事業を始めたいと考えています。
設立にあたって、なにか参考になる資料はありますか？
また、チラシを配布したいのですが、
どの地域に配布するのが効果的でしょうか？

65歳以上の人口が多い地域を赤色で、少ない地域を緑色で表示しています。
住民基本台帳のデータをもとに作成されています。

詳細は県立図書館参考資料室まで
お問い合わせください。 【問合せ先】 電話 0852ー22ー5739（参考資料室）



あなたのまちの図書館めぐり

【大田市立大田市中央図書館】
開館時間：平日10時～19時、土日10時～18時
休 館 日：毎週火曜日、祝日、年末年始
　　　　　月末館内整理日
貸出冊数：本・雑誌10冊まで

　島根県立図書館の職員は、県内市町村の図書館などを各館年２～３回訪問して、スタッフの
方に直接お会いして情報交換を行っています。その地域の特徴や暮らす人々を知り、島根県
の図書館全体が活性化するよう、ネットワークづくりに努めています。

　大田市立大田市中央図書館は市民が集まる文化の中心地に建っています。近く
には市民会館、中央公民館や市役所本庁舎があります。図書館は２階建ての半円
形型の鉄筋コンクリート建築で、１階が図書スペース、２階は会議室と視聴覚ホー
ルになっています。館内は吹き抜けで、高い天井から柔らかな日差しが書架一面
を照らします。玄関前には芝生と樹木が植えてあり、新聞・雑誌コーナーや児童・
幼児コーナーなどの窓から読書で疲れた
目を癒してくれます。
　館内へ入ると真っ先に目に入ってくる
のが、玄関正面にある壁面を飾った展示
です。取材をした12月にはクリスマスカ

ラーを彩った「赤」、「緑」、「白」の花が飾られ、そのそばにクリスマスツリーが置い
てありました。毎月、担当者が季節に合わせた飾りを手作りしています。館内を華や
かに彩る飾りは貸出・返却カウンターや児童・幼児コーナーの柱にも施してあり、利
用者から褒められるそうです。
　また、一般図書がある通路の柱には大活字本コーナーを案内するポスターが貼ら
れています。大きく目立つ色で書かれており、大活字本とは何かを知らない人にも分
かるように説明してあります。
　この図書館では、ボランティアの協力でおはなし会やストーリーテリングといった
子どもを対象とした行事を毎週行っています。今年の「ふゆのスペシャルおはなし会」
は、カナダ出身の社会教育指導員やボランティアと一緒に英語の絵本を読み、最後
に職員手作りのプレゼントを渡しました。別の日には、ボランティアが中心で行うク
リスマス会もあり、子ども達がお話に出会う機会づくりをしています。
　そして、今年度、しまね子どもの読書等推進の会大田支部の事務局をしている図書館が中心となってボランティア研修会を
開催しました。久しぶりに催す中、市内のボランティアグループに声掛けをして、読み聞かせについて理解を深めました。
　最後に、職員の方に大田市中央図書館の魅力を尋ねたところ、「チームワークの良さ」と答えてくれました。困ったことがあ
れば互いに相談しながら助け合い、利用者へのサービスの質を落とさないように情報の共有に努めているそうです。『いつでも、

どこでも、だれでも』をモットーとして、チームワークでより良い図書館になる
ように頑張る職員の姿を知ることができました。

※大活字本とは…文字が大きくて読みやすい本のこと

大田市立大田市中央図書館
「チームワークで支え合う図書館」

※



雲南市立加茂図書館「地域と共につくる温かい居場所」

【雲南市立加茂図書館】

開館時間：10時～18時
休 館 日：毎週木曜日、祝日、年末年始、月末整理日
貸出冊数：10 冊まで

　雲南市立加茂図書館は、加茂総合センターの２階にあります。階段を上ると、
子ども達が思い思いに絵を描いたカラフルな雪だるまが一面に飾られたガラス
窓が出迎えてくれます。その他にも様々な飾り付けがあり、広い窓から入り込
む柔らかい日差しと相まって、明るく居心地の良い空間になっています。
　加茂図書館の特徴について尋ねたところ、「ボランティアとの活動」という答
えが返ってきました。ボランティアグループ「ラブッククラブ」は12年にわたり、
加茂図書館を支えています。年に１度の図書館まつりや定期的な絵本の読み語
りをはじめ、市民の作品展示など、様々な面から図書館を支援してくれている
そうです。

　図書館でも、毎月の行事のほかに、季節によって様々なイベントを企画しています。来館時には新年のイベントとして「本の
おみくじ」「本の福袋」を開催していました。利用者は「何が入っているのかな？」と、楽しく借りていかれるとのことでした。
　子どもでも大人でも、ゆっくり本を楽しめる加茂図書館。職員の方は、「本を読むだけでなく、図書館に来る人達の居場所に
なれば良いと思っています」とおっしゃっていました。

【出雲市立湖陵図書館】
開館時間：10時～18時
休 館 日：毎週木曜日、年末年始、月末整理日
貸出冊数：出雲市内全館で図書・雑誌・AV資料合わせて20点まで
　　　　　（ただしAV資料は５点まで）

出雲市役所湖陵支所の西側に建っているのが、出雲市立湖陵図書
館です。取材に訪れた日は大雪でしたが、図書館の中は温かい雰囲
気で、心を落ち着かせてくれました。
内部は天井が高く広々としています。天井にある窓から柔らかい光
が入ってきます。館内は新着図書のほかに、さまざまな展示がされて
いて、ぐるりと見て回るだけで新しい本と出会えるようになっています。
湖陵図書館では、毎月第２・第４土曜日のおはなし会や、11月の
リサイクル市などのほか、「こりょうブックフレンド」をはじめとしたボ
ランティアグループによる読み聞かせや人形劇等のイベントも行ってい
ます。子どもの頃からこのようなイベントに参加することで、本に親しみ、読書を楽しむ心が育まれていくのではないでしょうか。

　開館当時から家庭的な雰囲気を大切にされてきました。「子どもから高齢者の方まで、
幅広い世代の方に来てもらえる図書館でありたい」とのお話しでした。

出雲市立湖陵図書館
「世代を越えて親しまれる図書館を目指して」



び人と人との縁結び　図書館だより は、本を読む愉しみを味わ
えるビジュアル情報誌です。
しまねの、 本・人・図書館にまつわる話題をお届けします。
皆さんの「本のある暮らし」を応援します。

島根県立図書館　利用案内

島根県立図書館報
図書館だより　第206号

平成29年3月10日発行
編集・発行／島根県立図書館

を応援します。

がん関連図書コーナーの紹介

“徳永ＣＤコレクション”の紹介

　毎年、島根県健康推進課の協力により、がん関連図書を
充実させています。（ふるさと島根基金を活用して購入して
います。）わかりやすい本から専門医学書まで、闘病記も含
め、1500冊以上になりました。貸出できます。
　OPAC 詳細検索画面にて「キーワード」に「がん関連
図書」と入力することで検索することができます。他にも、
がん対策情報センターやがん研究振興がん財団が発行した
冊子・パンフレットを無料配布しています。どうぞお気軽に
ご利用ください。

　音楽CDの寄贈がありました。ミュージシャンとしても活
躍された元県職員の故徳永清志さんのご遺族より寄贈して
いただいた、663枚の音楽CDです。多ジャンルにわたる
コレクションとなっています。

※最新の貸出情報については、
　OPAC詳細検索画面右上の
　ジャンル検索からご覧いただけます。
▶詳細検索▶ジャンル検索▶徳永CDコレクション

〒690ー0873 島根県松江市内中原町 5 2
TEL.. 0852ー22ー5733(図書) / 5725(事務)
FAX. 0852ー22ー5728
ホームページ http://// w// ww.wwlibrary.yypref.shimane.lg.jp/pp

●開館時間／火  ～  金　9時～19時 （3月～10月）
　　　　　　　　　　 　9時～18時 （11月～2月）
　　　　　　土日・祝日  9時～17時 （通年）
●休 館 日／毎週月曜日 （祝日の時は開館）
　　　　　  第1木曜日、 年末年始、 特別整理休館
※詳しくは開館カレンダーをご覧ください。

音楽ＣＤの寄贈が
ありました

CDの返却は、直接カウンターまでお願いします。
返却ポストへは入れないでください。破損します。大切に使いましょう。

ン


