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漢字について調べる 
 

■はじめに 

大阪府立中央図書館では、漢字を調べるいろいろな辞典のほか漢字についての資料を広く収集しています。 

ここでは、府立中央図書館で所蔵している本やその調べ方をご紹介します。 

 

■目次 

▼蔵書検索 

▼辞典 

●漢和辞典 

●難読語辞典 

●語源・成り立ち 

●四字熟語 

●いろいろな辞書 

▼歴史について 

▼部首の話 

▼漢字教育 

▼子どものための本 

▼こんな本はいかがですか？ 

▼インターネットで調べる 

 

 

▼蔵書検索    https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/ 

本を検索するときは、「件名」の欄に「漢字」等探したい語句を入力し検索、或いは「書名」の欄に探したい語

句を入力しプルダウンから「を含む」を選択し検索すると、関連資料をまとめて一覧することができます。 

例） 

 

 

 

▼辞典 

●漢和辞典 

大漢和辞典 全 12巻、索引 

（大修館書店 1984.4 A1/711/） 最も大部な漢和辞典。漢字を見出しとする百科事典。 

大漢語林 

(大修館書店 1992.4 813.2/9N/(2)) 語例、用例が豊富な漢和辞典。 

字通 

（平凡社 1996.10 813.2/24N/(2)） 漢字の成り立ち、意味の展開を知るのに便利。 

字統 

（平凡社 2004.12 822/1N/(2)） 漢字の初形と初義とを明らかにする字源字書。 

岩波新漢語辞典 第 3版 

（岩波書店 2014.1 813.2/16N/） 

新選漢和辞典 第 8版 

（小学館 2011.1 813.2/18N/） 

 

 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000217101
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000025186
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001300869
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000002024628
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400008758
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400008758
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021001826031
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021001826031
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旺文社漢字典 第 3版 

（旺文社 2014.10 813.2/51N/） 

 

●難読語辞典 

日本難訓難語大辞典 

（遊子館 2007.1 811.2/149N/） 

難読語辞典 

（太田出版 2005.1 811.2/134N/） 

ウソ読みで引ける難読語辞典 

（小学館 2006.10 811.2/147N/） 

何でも読める難読漢字辞典 

（三省堂 1995.9 811.2/55N/） 

 

●語源・成り立ち 

漢字語源語義辞典 

（東京堂出版 2014.9 821.2/110N/） 

人名の漢字語源辞典 

(東京堂出版 2009.8 821.2/83N/) 

植物の漢字語源辞典 

(東京堂出版 2008.6 821.2/76N/) 

動物の漢字語源辞典 

(東京堂出版 2007.11 821.2/70N/) 

漢字字源辞典 

(角川書店 1995.7 821.2/18N/(2)) 

 

●四字熟語 

用例でわかる四字熟語辞典  改訂第 2版 

（学研 2014.8 813.4/33N/）   

新明解四字熟語辞典 第 2版 

（三省堂 2013.7 813.4/47N/）  

「四字熟語」博覧辞典  

（日本実業出版社 1994.3 814.4/4N/） 

四字熟語の辞典 日本語を使いさばく 

（あすとろ出版 2007.12 813.4/39N/） 

十二支の四字熟語 

（大修館書店 2005.11 814.4/19N/） 

 

●いろいろな辞書 

人名字解 

(平凡社 2006.1 811.2/144N/)  人名用漢字の入門辞書。 

JIS 漢字字典 

(日本規格協会 2002.5 007.6/2297N/) 

同音同訓異字辞典 活用自在 

(柏書房 1994.9 811.2/42N/) 

 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400120240
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400120240
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601122870
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000002026065
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601071341
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001230524
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400108735
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901593295
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801400704
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701283721
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000501205
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400079511
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400079511
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302212303
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302212303
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000050088
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701305124
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701305124
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10005000851231
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020500922563
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001828894
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000056566
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漢字異体字典 

(日外アソシエーツ 1994.7  811.2/39N/(2)) 

宛字書きかた辞典（<シリーズ>日本人の手習い ） 

(柏書房 2000.2 813.7/33N/) 

略字字典 漢字をやさしく 

(新風書房 2003.10 811.2/122N/)  

似て非なる漢字の辞典 

(東京堂出版 2000.7 821.2/36N/)  

国字の字典 

(東京堂出版 1993.7 811.2/8N/)  日本人が作った文字、和製漢字の基本的辞書。 

 

▼歴史について    

漢字の文化史（ちくま学芸文庫） 

（筑摩書房 2007.6 L821.2/67N/） 

漢字の起源（講談社学術文庫） 

（講談社 2006.11 L51/939N/） 

漢字伝来（岩波新書 新赤版） 

（岩波書店 2006.8 L1R3/1031N/） 

日本語と漢字文明 漢字を受け入れ、仮名をつくった独創性 

（ワック 2008.11 810.2/205N/） 

 

▼部首の話 

図説漢字がわかる字源事典 偏旁冠脚 

（木耳社 2009.3 821.2/79N/） 

魚偏漢字の話  

（中央公論新社 2008.8 821.2/77N/） 

図説部首がわかる字源事典  

（木耳社 2007.3 821.2/63N/） 

部首のはなし 漢字を解剖する （中公新書） 

（中央公論新社 2004.7 L2/1755N/） 

部首のはなし 2 もっと漢字を解剖する（中公新書） 

（中央公論新社 2006.1 L2/1831N/） 

木へんを読む 

（学芸出版社 2005.6 653.2/160N/） 

 

▼漢字教育 

小学生の漢字力に関する実態調査 2013 

（ベネッセコーポレーション 2014.3 375.8/623N/） 

常用字解   

（平凡社 2012.10 811.2/125N/） 

漢字の読み方レッスン 読む力をパワーアップ  

（新水社 2004.4 811.2/129N/） 

漢字指導の手引き  

（教育出版 2004.11 375.8/539N/）               

 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000054188
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001639521
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001639521
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001931404
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001687429
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000040316
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701208889
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601095394
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601049608
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801464382
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801508110
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801508110
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801432737
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601163395
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001990449
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020500922387
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10005000746035
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400064893
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021202104759
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001965876
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000002016202
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▼子どものための本 

はじめてつかう漢字字典 学習指導要領完全準拠小学校教育漢字 1006字 

 (フレーベル館 2014.11 Ｊ813/55N/) 

漢字の歴史 古くて新しい文字の話(ちくまプリマー新書) 

(筑摩書房 2014.9 Ｊ821/10N/) 

漢字のひみつ(学研まんが新ひみつシリーズ) 

(学研教育出版 2014.6 J811/121N/) 

学年別漢字のなりたちの王様 １ 1・2年生かん字のなりたち 

  (岩崎書店 2012.11 J821/8N/1) 

広がる!漢字の世界 1 漢字はこうして生まれた! 

(光村教育図書 2012.2 J811/107N/1) 

おもしろ漢字塾 1 漢字の成り立ち 

(金の星社 2010.2 J811/107N/1) 

 

▼こんな本はいかがですか？ 

漢字と日本語 (講談社現代新書) 

（講談社 2016.4  L5/2367N/） 

漢字の使い分けときあかし辞典 

（研究社 2016.3  811.2/208N/）  

日本人と漢字 (知のトレッキング叢書) 

（集英社インターナショナル 2015.11 811.2/206N/） 

学生・教師・社会人のための漢字ハンドブック 

（和泉書院 2015.1 811.2/205N/） 

常用漢字の歴史 (中公新書) 

（中央公論新社 2015.9 L2/2341N/） 

知って得する漢字の歳時記  

（幻冬舎ルネッサンス 2009.1 811.2/165N/） 

白川静さんに学ぶ漢字は怖い 

（共同通信社 2007.12 821.2/72N/） 

 

▼インターネットで調べる 

・漢字辞典ネット 

http://www.kanjijiten.net/ 

  ・文部科学省 国語審議会 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_bunka/kokugo_index/ 

・康熙字典網上版 

http://www.kangxizidian.com/ 

・漢字データベースプロジェクト 

http://kanji-database.sourceforge.net/ 

・CHISE IDS 漢字検索 

http://www.chise.org/ids-find 

・睡人亭  CHISE IDS 漢字検索の使い 

http://www.shuiren.org/chuden/toyoshi/syoseki/chise_ids.html 

 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400133469
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400133469
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400102542
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400102542
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400058108
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400058108
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021202107365
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021202107365
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021101999650
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021101999650
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901673865
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901673865
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400333800
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400333800
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400318599
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400275453
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400264582
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400251179
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400251179
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601071955
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701317944
http://www.kanjijiten.net/
http://www.kanjijiten.net/
http://www.kanjijiten.net/
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_bunka/kokugo_index/
http://www.kangxizidian.com/
http://kanji-database.sourceforge.net/
http://www.chise.org/ids-find
http://www.shuiren.org/chuden/toyoshi/syoseki/chise_ids.html

