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「教材開発のための図書館活用ガイド」大阪府立中央図書館（2015 年 7 月作成） 

地域（大阪）の特色について調べる 
 

■はじめに 

大阪府立図書館では、大阪に関するありとあらゆる資料を積極的に集めています。 

その多くは府立中之島図書館で所蔵していますが、府立中央図書館にもたくさんの本があります。 

ここでは、府立中央図書館で所蔵している本や、中央図書館での調べ方をご紹介します。 

 

■基本的な調べ方 

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

本の検索をするときは、「件名」の欄に市町村名を入力して探すと、その市町村に関するいろいろな分野の

本をまとめて一覧することができます。 

 

 (例） 

 

▼府史・市町村史   ※お近くの図書館まで貸出できるものもあります。 

・府や市町村が、地域の自然や歴史、産業、文化などを総合的にまとめた資料です。 

 （例） 門真市史 第 6巻 近現代本文編 

・調べもののきっかけをつかむのに便利ですが、最新の情報を得ることはできませんので、市町村のホーム

ページなどとあわせて利用するとよいでしょう。 

・タイトルは『○○市史』や『○○町誌』となっているのが一般的です。 

・中央図書館では、4階の歴史の棚に並んでいるほか、古いものは書庫にあります。 

・蔵書検索をするときは・・・ 

＞ 市町村の名前を「件名」の欄に入力します 

＞ 分類記号を「２１６．３」（＝日本史＞近畿地方＞大阪）に指定します。 

 

 

  中之島図書館 HP「大阪府内市町村史誌目録」もご覧ください。 

 

▼統計書  

・統計は、地域の姿をあらわす基本情報です。 

・ほかの地域と数字を比較したり、グラフに表すことで、その地域の特色が浮かび上がってきます。 

・同じ地域の過去と現在の違いを比較することもできます。 

・最新の統計資料は、3階の「社会参考図書２」の棚に並んでいます。 

   (例) 池田市 統計書 第 47回(平成 25年版) 

       河内長野市統計書 平成 26年版 

・中之島図書館 HPの「府内市町村の市勢要覧・統計書リスト」もご覧ください。 

 

▼府政資料  

・大阪府が発行する行政資料やパンフレット、広報資料、各分野の統計資料などです。 

・図式を多用して、わかりやすくまとまっているものも多数あります。 

・書店には並んでいないものばかりです。 

・近年に発行されたものは、中央図書館の 3階府政資料コーナーに並んでいます。 

(例) 大阪府食中毒事件録 平成 24年 

大阪府営港湾マップ 

 

 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601001377
https://www.library.pref.osaka.jp/site/osaka/shishi.html
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400055726
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400082930
https://www.library.pref.osaka.jp/site/osaka/guide-oskyoran.html
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400115055
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901528099
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▼こんな本はいかがですか？ 

●全般  

大阪力事典 まちの愉しみ・まちの文化 

（創元社 2004.12 302.1/616N/） 

大阪の教科書 大阪検定公式テキスト 

（創元社 2009.4 291.63/1443N/(2)） 

大阪学 続 

（経営書院 1994.11 302.1/129N/） 

 

●自然・地理 

おおさかの環境 大阪府環境白書より (年刊) 

（[大阪府]環境農林水産部環境農林水産総務課 1986- 519.2/40N/） 

大阪の河川 

（[大阪府]都市整備部河川室 2006.10 517.2/115N/） 

生きものから見た大阪の自然 大阪の環境指標種 100 

（三菱 UFJ環境財団 2007.3 462.1/148N/） 

大阪湾の自然と再生 （OMUPブックレット） 

（大阪公立大学共同出版会 2008.3 519.4/270N/） 

 

●産業全般 

数字で見る経済 大阪のポテンシャル 2008年度版   

（大阪都市経済調査会 2009.3  332.1/1800N/） 

大阪の経済 （年刊） 

（大阪市経済戦略局 1998- 332.1/208N/）   

なにわの経済データ 統計でみる大阪経済の現状 （年刊） 

（大阪産業経済リサーチセンター 2002- 330.5/89N/(2)） 

関西国際空港が拓く南大阪の可能性 （OMUPブックレット） 

（大阪公立大学共同出版会 2007.7 601.1/831N/） 

大阪府の近代化遺産 大阪府近代化遺産(建造物等)総合調査報告書 

(大阪府教育委員会 2007.3 602.1/362N/(2)) 

 

●商工業 

大阪の商業 平成 19年 商業統計調査結果表 

（[大阪府]総務部統計課 2008.12 670.5/7N/） 

大阪の工業 工業統計調査結果表 （年刊） 

（大阪府総務部統計課 1989- 505.9/5N/） 

大阪の元気!ものづくり企業 世界をリードする大阪のものづくり看板企業 （年刊） 

（大阪府商工労働部 2009- 509.2/371N/） 

大阪の伝統工芸 

（大阪府商工労働部商工振興室ものづくり支援課 2009.3 750.2/49N/（2）） 

大阪の交通白書 （年刊） 

（大阪府交通安全協会 1981- 682.1/5N/） 

なにわの市電 

（トンボ出版 1995.8 686.9/6N/(2)） 

 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000002022242
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901529798
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000092351
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601136457
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801416122
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801374517
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901563989
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701244846
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701209351
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801512779
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901636571
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000508964
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●農林水産業 

2013年漁業センサスからみた大阪の漁業 

（[大阪府]総務部統計課 2015.3 660.5/3N/） 

南河内地域の伝統的な農産物 野菜&食 

（近畿農政局高石統計・情報センター 2004.3 626/106N/） 

なにわの伝統野菜 

（大阪府立農林技術センター 2001 626/81N/） 

食べてや大阪の野菜・くだもの Do遊農おおさか 

（大阪農林統計協会 2005.3 611.4/164N/） 

大阪の農作物 平成 17年産 

（近畿農政局大阪農政事務所 2006.9 615/97N/） 

2005 センサスでみる大阪北部地域の農業 豊能・三島・北河内 

（近畿農政局大阪農政事務所 2007.3 610.5/151N/） 

おおさかの農林水産業を考えてみませんか センサスからみえるもの 

（近畿農政局大阪農政事務所統計部統計企画課 [2007] J612/5N/(4)） 

 

●歴史 

図説大阪府の歴史 （図説日本の歴史） 

（河出書房新社 1990.7 216.3/2N/(5)） 

なにわの歴史 

（関西経済連合会 1987 216.3/313/） 

人づくり風土記 27(49) 大阪の歴史力 

（農山漁村文化協会 2000.3 210.5/3N/27/49） 

大阪は水の都 （ビジュアルブック水辺の生活誌） 

   (岩波書店 1994.11 216.3/284N/(2)) 

ぼくらの大阪府 郷土の地理と歴史 （ポプラ社の県別シリーズ） 

   （ポプラ社 1984.5 J/8607/） 

大阪城とまち物語 難波宮から砲兵工廠まで 

（フォーラム・A 2007.9 J216/26N/(2)） 

 

●文化・風俗 

天神祭 水の都・千年の祭 

（東方出版 1994.7 386.1/97N/(5)） 

水都大阪の民俗誌 （大阪叢書） 

（和泉書院 2007.12 382.1/634N/） 

大阪のオバチャンは、なぜ人前でもあがらないのか? （リュウ・ブックスアステ新書） 

（経済界 2008.11 809.4/214N/） 

大阪味探訪 おおさかの味ガイドブック 

（おおさかの味ガイドブック作成委員会 2007 596/1175N/(4)） 

南大阪の伝統食 （OMUPブックレット） 

(大阪公立大学共同出版会 2008.8 383.8/714N/) 

大阪ことば辞典 

   (東京堂出版 1995.9 818.6/24N/(2)) 

関西・大阪・堺における地域言語生活 （OMUPブックレット） 

（大阪公立大学共同出版会 2009.1 818.6/81N/） 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400203879
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400203879
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001998723
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001788176
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10005000825752
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601095429
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701306387
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701198870
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000002662
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000464809
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001644579
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000058581
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000490951
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701244674
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000054440
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701328569
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801457807
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701209448
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801448195
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000908684
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801502645
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近畿の方言 調べてみよう暮らしのことば 

（ゆまに書房 2003.11 J818/11N/） 

 

●写真集 

なつかしき大阪 写真でたどる大阪の歴史・魅力再発見! 

（文芸社 2003.8 216.3/617N/(2)） 

大阪 （VACUUM PRESS） 

（VACUUM PRESS 2007.1 748/2065N/） 

水の都、橋の都 モダニズム東京・大阪の橋梁写真集 

（東京堂出版 1994.7 515/22N/） 

飛んで翔んで大阪 航空写真集 

（大阪新聞社 1991.1 A291/193N/(2)） 

目で見る大阪市の 100年 （上巻・下巻） 

（郷土出版社 1998.10 A216/1103N/(4)） 

目で見る北摂の 100年 

   （郷土出版社 1995.3 A216/779N/(2)） 

目で見る泉州の 100年 

   （郷土出版社 1994.9 A216/712N/） 

目で見る茨木・高槻の 100年 

（郷土出版社 1995.9 A216/822N/） 

 

 

▼関連リンク 

・大阪府ホームページ 

http://www.pref.osaka.jp/ 

・府内市町村へのリンク 

http://www.pref.osaka.jp/links/city.html 

・大阪府の統計情報 

http://www.pref.osaka.jp/toukei/ 

・大阪歴史博物館 

http://www.mus-his.city.osaka.jp/ 

・大阪くらしの今昔館（大阪市） 

http://konjyakukan.com/ 

・大阪ものづくり観光ナビ 

http://osaka-monodukuri.com/ 

・大阪府立中央図書館 展示「大阪の歴史と文化」（平成 18年 6月 21日～7月 16日） 

http://www.library.pref.osaka.jp/central/tenji0606index.html 

★大阪に関する詳しい調査についてのご相談は、大阪府立中之島図書館で承っております。 

 大阪府立中之島図書館（06-6203-0474） 

   http://www.library.pref.osaka.jp/site/nakato/ 

   おおさかページ   

http://www.library.pref.osaka.jp/site/osaka/ 

 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001942898
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001911025
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601131342
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000090695
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000012942
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001542321
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000507551
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000092189
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001229124
http://www.pref.osaka.jp/
http://www.pref.osaka.jp/links/city.html
http://www.pref.osaka.jp/toukei/
http://www.mus-his.city.osaka.jp/
http://konjyakukan.com/
http://www.octb.jp/mono/
http://www.library.pref.osaka.jp/central/tenji0606index.html
http://www.library.pref.osaka.jp/site/nakato/
http://www.library.pref.osaka.jp/site/osaka/

