
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・【国語】漢字について調べる ―――――――― p.1 

・【国語】昔話（民話）について調べる ―――― p.5 

・【社会】裁判員制度について調べる ――――― p.8 

・【社会】地域（大阪）の特色について調べる ― p.11 

・【数学】身近にひそむ算数・数学 ―――――― p.15 

・【理科】環境問題について調べる ―――――― p.18 

・【理科】放射能・放射線・原子力発電について調べる 

―― p.22 

・【外国語】外国の文化と習慣について調べる ― p.26 

・【総合】日本の食文化について調べる ―――― p.29 

・【総合】食の安全について調べる ―――――― p.33 

・【総合】総合的な学習について調べる ―――― p.37 

・【総合】感染症とその防御について調べる ―― p.41 

・【総合】地震・津波・防災について調べる ―― p.45 

・【総合】こどもの資料で調べる ――――――― p.49 

 

何かのヒントになれば幸いです。 

     ご質問などは、カウンターの職員までお気軽に！ 

目次 

たとえば、こんな本があります。 
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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（2016 年 7 月作成） 

 

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
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昔話（民話）について調べる 
 

■はじめに 

図書館を使って「昔話（民話）について調べる」には？ 

ここでは、図書館を使って「昔話（民話）ついて調べる」方法の一例をご紹介します。 

 

■調べ方あれこれ 

▼Online Public Access Catalog（OPAC
オ（ー）パック

）で調べる 

   https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/ 

 

 ＊OPAC とは、オンライン蔵書目録のことで、府立図書館の OPACから府立中央図書館と 

中之島図書館の蔵書検索ができます。 雑誌の記事・論文名では検索できません！ 

●館内 OPAC で探すには･･･ 館内各フロアに利用者用端末（キーボード・タッチパネル）を設置しています。

操作方法は、各端末に置いている「利用者用端末検索ガイド」をご覧ください。 

●WebOPACで探すには･･･ 大阪府立図書館 HPの蔵書検索から検索できます。 

 

●たとえば、WebOPACで「アイルランドの昔話（民話）」を調べるには･･･ 

Step.1 件名に「昔話」 または 「民話」 かつ 「アイルランド」 と入力して検索 

 
 Step.2 検索結果の「書名」をクリック 

 

Step.3 「請求記号」や「場所」などがわかります 

 

このデータから次のことがわかります。 

・「所蔵館」 中央図書館が所蔵しています。 

・「資料番号」 図書に貼ってあるバーコードの番号です。 

・「請求記号」 図書に貼ってあるラベルの番号です（この番号順に図書は並んでいます）。 

・「帯出区分」 貸出できる図書です。 

・「配架場所」 ３階民俗の本棚に並んでいます。 

・「状態」 利用可能な状態です。  

※「在籍」なのに所定の場所にない＝どなたかが館内で御利用中の場合もあります。 

注意！ 

ここ！ 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/
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▼本棚(書架)で直接調べる 

●本棚で直接調べると OPACでは検索できなかった掘り出し物が見つかるかもしれません。 

昔話（民話）の分類は 388 です。請求記号の 1段目が 388 で始まる図書を探してみてください。場所は、3

階の書架番号 23、社会参考図書 1、社会参考図書２のあたりです。また、375（教科別教育）で始まる図

書も参考になります。児童向けの図書は、1階の「こども資料室」に置いています。 

因みに、388.１の「.1」などは地理区分と言い、地域を絞り込むときに便利です。 

  [.1]日本 [.2]アジア [.3]ヨーロッパ [.4]アフリカ [.5]北アメリカ 

  [.6]南アメリカ [.7]オセアニア、南太平洋諸島 

 

●たとえばこんな図書はいかがですか？    

■ 民話・昔話全情報 （全 4冊）  

(日外アソシエーツ 1992.6-2016.4 388/21N/) 

1945～2015 年に国内で刊行された昔話（民話）に関する図書の目録。 

■ 民話・昔話集内容総覧 （全 3冊）  

(日外アソシエーツ 2003.4-2012.11 388/138N/)  

1945～2013 年に刊行された民話・昔話集の作品を収録。 

■ 民話・昔話集作品名総覧 (全 2巻) 

(日外アソシエーツ 2004.9-2015.10 388/152N/) 

1945～2002 年に刊行された民話・昔話集 1502 冊に掲載の 88880 作品を収録。 

■ 日本昔話通観 （第 1巻-第 29巻）   

(同朋舎出版 1989.12-1990.7 388.1/60/） 

全国の昔話を都道府県別に収録。29 巻は総合索引。他に研究篇が 2 冊あり。 

■ 授業に生きる日本の民話・世界の民話 シリーズことばの学び手を育てる授業 3 

（図書文化社 1996.6 375.8/261N/） 

様々な実践例を紹介し、教材としての民話、民話への招待を掲載。 

■ 河童伝承大事典 

（岩田書院 2005.6 388.1/486N/） 

河童に関する全国の伝承を都道府県、市区町村別に収録した労作。河童を愛する方に是非！ 

■ 妖精学大全  

(東京書籍 2008.8 388.3/103N/) 

英国･アイルランドを中心に、ヨーロッパの民間伝承やケルト神話に登場する妖精の約 300 種について

幅広く解説。 

■ 日本昔話ハンドブック 「日本の昔話」のすべてがわかる最も正確で新しい小事典 新版 

(三省堂 2010.6 388.1/361N/) 

一冊で｢日本の昔話｣のすべてがわかる、最も正確で新しい小事典。『世界昔話ハンドブック』(2004.4  

388/147N/)もあり。 

■ 日本怪異妖怪大事典 

(東京堂出版 2013.7 388.1/687N/) 

もののけ・化け物から現代の伝承まで約 1300 の項目について、江戸時代の随筆類・各県史類に採録さ

れた資料を基に解説・紹介。 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifCrossSearchAction.do?WebLinkFlag=1&tifschcmpd=1&chkflg=nocheck&loccodschkflg=nocheck&langcodschkflg=nocheck&medshuChkflg=nocheck&targetsChkflg=nocheck&targetsAvChkflg=nocheck&condition1Text=%E6%B0%91%E8%A9%B1%E6%98%94%E8%A9%B1%E5%85%A8%E6%83%85%E5%A0%B1&range1=2
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifCrossSearchAction.do?WebLinkFlag=1&tifschcmpd=1&chkflg=nocheck&loccodschkflg=nocheck&langcodschkflg=nocheck&medshuChkflg=nocheck&targetsChkflg=nocheck&targetsAvChkflg=nocheck&condition1Text=%E6%B0%91%E8%A9%B1%E6%98%94%E8%A9%B1%E9%9B%86%E5%86%85%E5%AE%B9%E7%B7%8F%E8%A6%A7&range1=2
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifCrossSearchAction.do?WebLinkFlag=1&tifschcmpd=1&chkflg=nocheck&loccodschkflg=nocheck&langcodschkflg=nocheck&medshuChkflg=nocheck&targetsChkflg=nocheck&targetsAvChkflg=nocheck&condition1Text=%E6%B0%91%E8%A9%B1%E3%83%BB%E6%98%94%E8%A9%B1%E9%9B%86%E4%BD%9C%E5%93%81%E5%90%8D%E7%B7%8F%E8%A6%A7&range1=2
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifCrossSearchAction.do?WebLinkFlag=1&tifschcmpd=1&chkflg=nocheck&loccodschkflg=nocheck&langcodschkflg=nocheck&medshuChkflg=nocheck&targetsChkflg=nocheck&targetsAvChkflg=nocheck&condition1Text=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%98%94%E8%A9%B1%E9%80%9A%E8%A6%B3&range1=2
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000001240073
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10005000742894
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10020801420890
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021001710503
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021001710503
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000001961576
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021302219023
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■ 昔ばなし大学ハンドブック  

(読書サポート 2016.4 388/212N/) 

昔ばなしのメッセージ、語り口の法則、土地言葉による「語り」のポイントなどについて、事例を用いてわ

かりやすく解説。 

 

▼図書に掲載された参考文献等から調べる 

●図書の巻末などに掲載されている参考文献（引用文献）からも関連の図書を調べることができます。 

たとえば、前掲書『妖精学大全』には次のような図書が挙げられています。 

■ Anna Franklin：The illustrated encyclopaedia of fairies （2000） 

因みに、WebOPACの「書名」欄にThe illustrated encyclopaedia of fairies を入力して検索すると、日

本語の翻訳本『図説妖精百科事典』(東洋書林 2004.3 388/148N/) が見つかりました。 

 

▼専門機関の公開データベースで調べる 

●専門機関が無料公開しているデータベースを活用すると検索の幅がさらに広がります。 

●中央図書館ホームページの「分野別情報リンク集」から簡単にアクセスできます！ 

   http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/subjectrink.html 

その中でオススメを･･･ 

  ■ 国際日本文化研究センターデータベース： 俳諧・和歌・怪異・妖怪伝承等といった数多くのデータ 

ベースが公開されており、無料で利用できます 

     http://www.nichibun.ac.jp/graphicversion/dbase/database.html 

   

＊その他、お気軽にカウンター職員にお尋ねください。 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400315474
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000001960808
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/subjectrink.html
http://www.nichibun.ac.jp/graphicversion/dbase/database.html
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裁判員制度について調べる 
 

■はじめに 

裁判員制度について調べるにはどうすればよいか、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。 

 

■調べ方と本の探し方（基本） 

■図書を調べる 

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

   探したい本を検索する前に、まず、キーワードとなる言葉をいくつか考えます。裁判員制度について調べる

場合、例えば次のようなキーワードが考えられます。 

裁判員 裁判員制度 司法制度 刑事裁判 裁判所 刑事訴訟法  など 

これらのキーワードを蔵書検索画面で、書名や件名（テーマ）に入力して検索してみてください。 

 

▼テーマの本棚で探す 

テーマに関する本を集めている本棚へ行って、実際に図書を手にとって探す方法もあります。 

「３２７」（書架番号０８）司法 訴訟手続法、「３２７．６」（書架番号０８）刑事訴訟法  

などに関連テーマの本を並べています。 

 

▼こんな本はいかがですか？     

※タイトルの下は （出版者 出版年月 請求記号）です。 

●裁判員制度について 

裁判員のためのよく分かる法律用語解説  

(立花書房 2006.12 320.3/78N/) 

これ一冊で裁判員制度がわかる  

(中央公論新社 2008.4 327.6/372N/) 

裁判員選ばれる前にこの 1冊 

(自由国民社 2008.12 327.6/414N/) 

図解よくわかる裁判員制度 知っておきたい制度・裁判・犯罪のしくみ  

(高橋書店 2009.3 327.6/416N/) 

裁判員のための刑事法入門  

(東京大学出版会 2009.5 326/265N/) 

よくわかる!裁判員制度 Q&A 第 3版 

(最高裁判所 2009.9 327.6/342N/(2)) 

裁判員制度ナビゲーション 改訂版  

(最高裁判所 2010.9 327.6/426N/) 

 

●裁判員制度の問題点について 

激論!「裁判員」問題 

(朝日新聞出版 2008.10 327.6/411N/) 

なりたくない人のための裁判員入門 

(幻冬舎 2009.3 327.6/418N/) 

 

 

 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601117875
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801367313
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801474678
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801514155
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901549277
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901627558
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901627558
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021101900105
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801454279
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901526633
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●児童向けの本では 

イラストで学べる裁判員制度 第 1巻 裁判員制度ってなあに?  

(汐文社 2007.11 J327/6N/1) 

イラストで学べる裁判員制度 第 2巻 あなたが裁判員になったら  

(汐文社 2008.2 J327/6N/2) 

イラストで学べる裁判員制度 第 3巻 もっと知ろう裁判と裁判所  

(汐文社 2008.3 J327/6N/3) 

 

■雑誌記事を調べる 

裁判員制度に関する雑誌記事は、法律関係の専門雑誌に限らず、さまざまな分野の雑誌に掲載されてい

ます。どのような雑誌記事があるかを調べるには、雑誌記事データベースで検索します。記事の本文を見た

い場合は、掲載雑誌が中央図書館で所蔵されているかどうか、蔵書検索で検索します。中央図書館で所蔵

していない場合は、所蔵している他の図書館へ記事の複写の取寄せ依頼をすることも可能です（有料）。 

 

【中央図書館で利用できるおもな雑誌記事データベース】 

各データベースの詳細（検索可能年や収録データ）については、「ご利用いただけるおもなデータベース 

雑誌記事」をご参照ください。 

 

データベース名 提供機関 備考 

MAGAZINEPLUS（マガジンプ

ラス） 

日外アソシエーツ 国内最大の雑誌・論文情報を収録 

CiNii（サイニイ） 国立情報学研究所 記事検索および無料一般公開の記事につい

ては、無料で利用可能 

Web OYA-bunko 大宅壮一文庫 一般誌・大衆紙の記事情報を多く含むデータベ

ース 

ELNET（イーエルネット） エレクトロニックライ

ブラリー 

全国新聞・雑誌記事紙面データベース 1988

年以降を収録 

 

検索例  CiNii Articles - 日本の論文をさがす - 国立情報学研究所   

 文検索タブでキーワード「裁判員制度 課題」と入力し、検索ボタンをクリックすると自動的に AND 検索しま

す。検索結果から次の 3件を例に、データの見方を説明します。 

※「詳細検索」もご利用ください。 

(1) 

 

 

 

 

(2) 

 

 

 

 

(3) 

 

1.  刑事訴訟法特別講義講演録 : 四宮啓弁護士「裁判員制度の意義と課題」 

2.平山 真理  3. 白鴎法學   4. 22(1)  5. 173-220   6. 2015-09 

7. CiNii PDF-オープンアクセス 

 

 1.  施行後 6 年を迎えた裁判員制度の評価と課題 : 裁判員法の一部を改正する法律の成立 (特集 

第 189回国会の論議の焦点(2)) 

2. 内田 亜也子  3.  立法と調査  4. (368)  5. 16-31  6. 2015-09 

 

1.  裁判員制度の成果 (特集 裁判員裁判の現状と課題) 

2. フット ダニエル・H  3.  刑事法ジャーナル  4. 36  5. 56-62  6. 2013 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701286295
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701343827
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801363127
http://www.library.pref.osaka.jp/central/database.html
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
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 1. 論文名  2. 著者（訳者）名  3. 掲載雑誌名  4. 掲載巻号  5. 掲載ページ  6. 出版年（月日） 

 7. CiNii PDF-オープンアクセス CiNii 外部リンク 機関リポジトリ のアイコンの場合は、論文が公開されて

おり、PDF ファイルを印刷できます（府立図書館内のデータベース検索用端末からの場合は有料になります）。 

CiNii 定額アクセス可能 の場合は、府立図書館が契約しているので館内のデータベース検索用端末から印

刷可能です（有料）。その他、CiNii に個人として年間登録（契約）する・必要な記事だけに料金を払う、などのア

イコンがあります。 

 また、(1)『白鴎法學』、(2)『立法と調査』、(3)『刑事法ジャーナル』の「雑誌（巻号）」を中央図書館が所蔵してい

るかどうか、蔵書検索で確認してください。(2)はこの巻号を所蔵しているので有料で複写可能ですが、(1)(3)は

所蔵していないため、所蔵している図書館へ訪ねていただくか、あるいは所蔵館からコピーを取り寄せる（有

料）ことになります。 

 

■新聞記事を調べる 

テーマに関連する新しい情報を調べるには、新聞記事を調べる方法があります。 

中央図書館には、主な新聞を保存していますので、過去の新聞記事を読むことができます。過去の新聞

記事の掲載日や内容を調べるには、新聞記事データベースの検索が役に立ちます。 

 

【中央図書館で利用できるおもな新聞記事データベース】 

各データベースの詳細（検索可能年や収録データ）については、「ご利用いただけるおもなデータベース 新

聞記事」をご参照ください。 

 

データベース名 検索できる新聞 備考 

聞蔵（きくぞう）Ⅱビジュアル 朝日新聞 「AERA」や「週刊朝日」の記事の検索も可能 

ヨミダス歴史館 読売新聞  

日経テレコン 21 日本経済新聞など 日経 4紙の記事検索が可能 

毎索 毎日新聞  

The Sankei Archives 産経新聞  

ELNET（イーエルネット） エレクトロニックライ

ブラリー 

全国新聞・雑誌記事紙面データベース 1988

年以降を収録 

 

▼関連リンク 

・「裁判員制度～平成 21年 5月 21日スタート!!～」（最高裁判所） 

  http://www.saibanin.courts.go.jp/ 

  裁判員制度の紹介のほか、広報映画の動画配信、子ども向けの「裁判員制度 for キッズ」のほか、裁判員

制度に関する資料（法令、裁判員制度についてのアンケート調査研究結果など）があります。 

・「御協力お願いします裁判員（裁判員制度コーナー）」（法務省） 

  http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/index.html 

  裁判員制度の紹介のほか、学校の先生方向けの裁判員制度を題材とした教育教材が公開されています。 

・「裁判員制度 心にとめておきたい４つのこと」（日本弁護士連合会） 

  http://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/ 

・大阪府立中央図書館 ミニ展示「もっと知ろう！裁判員制度」（平成 21年 2月 13日～3月 11日） 

  http://www.library.pref.osaka.jp/central/saiban09.html 

  社会自然系資料室で実施した裁判員制度に関する資料展示のリストです。図書、AV 資料（ただし、ビデオ

テープについては、除籍）のほか、裁判員制度に関する雑誌記事の一覧もあります。 

http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#asahi
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#yomiuri
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#nikkei
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#mainichi
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#sankei
http://www.saibanin.courts.go.jp/
http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/index.html
http://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/
http://www.library.pref.osaka.jp/central/saiban09.html
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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/
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身近にひそむ算数・数学 
 

 

私たちの生活の中にある事物や現象を題材にして書かれた、比較的やさしい数学の本をご紹介します。 

 

▼本を並べている場所（書架） 

数学関係の本・・・3階 自然科学のエリア 書架２８番（分類 410～419） 

科学教育の本・・・3階 教育のエリア 書架１９番（分類 375.4） 

こども向けの算数の本・・・１階 こども室の書架１６番（さんすう）にあります。（分類 J410～J419） 

※古い本は書庫にあります。 

 

▼探しかた「大阪府立図書館蔵書検索」      https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/ 

大阪府立中央図書館には、数学に関する日本語の本が 8000冊以上あります。 

そのうち、児童書は約 800冊です。 

身近な数学についてしらべるとき、「まずはこれ！」というような決定版はありませんので、タイトルが気にな

った本を 1冊ずつ開いてみて、興味をひかれたものをパラパラとめくってみるとよいでしょう。 

 

蔵書検索で、数学の本のタイトルを一覧するには・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼こんな本はいかがですか？ 

（目次）  

■生活の中の数理 

■生活の中の図形・幾何 

■生活の中の確率 

■生活の中の統計数学 

※タイトルの下は （出版者 出版年月 請求記号）です。 

 

 
■生活の中の数理 

「数学」はこんなところで役に立つ 頭がよくなる図解 

 (青春出版社 2005.4 410/364N/(2)) 

 

「分類」欄に、数学を意味する「41」を

入力します。 

検索結果が多すぎてしまうので、 

出版年を限定します。 

こども向けの本に限定したい場合は

「児童書」にチェック。 

「言語区分」は「日本語」を選択して 

ください。 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10005000479464
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家庭の算数・数学百科 

(日本評論社 2005.8 410.3/34N/) 

 

水平線までの距離は何キロか? 文系でも楽しめる「およそ数学」の世界 

 (祥伝社 2007.11 410.4/189N/) 

 

数学を楽しむ 

(現代数学社 2007.12 410/280N/) 

 

一緒に楽しむための数学 π、アミダくじから年金、金融まで 

(日本評論社 2008.7 410/295N/) 

 

数学に恋したくなる話 （PHPサイエンス・ワールド新書） 

(PHP研究所 2010.12 410.4/226N/) 

 

コサインなんて人生に関係ないと思った人のための数学のはなし 

(中央公論新社 2014.6 410.4/259N/） 

 

わくわくする数学 日常生活の中に見つける美と驚きの世界 

(中央公論新社 2014.6 410.4/259N/) 

 

はたらく数学 25の「仕事」でわかる、数学の本当の使われ方 

(日本実業出版社 2015.6 410.4/274N/） 

 

数と形の事典 算数がもっとおもしろくなる 

(PHP研究所 2007.7 J410/110N/) 

 

■生活の中の図形・幾何 

身近な曲線 生涯学習教養講座-身近な学習数学 

(日本数学検定協会学習数学研究所 2002.2 414/83N/） 

 

絵をみてでる数学実験 

(講談社 2003.12 414/96N/) 

 

法隆寺にひそむ白銀比五稜郭にひそむ黄金比 旅先で出会う数学のはなし 

(ベレ出版 2009.1 414/129N/） 

 

すごいぞ折り紙２ 折り紙の発想で幾何を楽しむ 

(日本評論社 2015.6 414/98N/2） 

 

秋山仁先生のたのしい算数教室 2 リンゴの皮をむくとできる形は? 

(ポプラ社 1994.4 J410/36N/2) 

秋山仁先生のたのしい算数教室 3 ジャングルジムは何角形? 

(ポプラ社 1994.4 J410/36N/3） 

秋山仁先生のたのしい算数教室 4 丸いピザと四角いピザ、どっちが大きい? 

(ポプラ社 1994.4 J410/36N/4) 

 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10005000778630
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701276465
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701317937
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801408464
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021001795328
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400063992
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10020901549202
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400203418
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701226368
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001795395
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001937511
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801496339
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001950331
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000521338
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000521339
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000521340
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本日オープン!数学美術館 平面図形 （数学ワンダーランド） 

(国土社 1995.11 J410/46N/） 

 

■生活の中の確率 

確率的発想法 数学を日常に活かす （NHKブックス） 

(日本放送出版協会 2004.2 417.1/56N/） 

 

多数決とジャンケン ものごとはどうやって決まっていくのか 

(講談社 2006.8 J417/3N/） 

 

運は数学にまかせなさい 確率・統計に学ぶ処世術 

(早川書房 2007.7 417/354N/) 

 

確率を知らずに計画を立てるな 

(PHP研究所 2013.6 417.1/104N/) 

 

世の中の真実がわかる「確率」入門 偶然を味方につける数学的思考力 （ブルーバックス） 

(講談社 2016.4 L6/1967N/) 

 

■生活の中の統計数学 

中学生のための統計 考える楽しさ、調べる楽しさ、発信する楽しさ 

(全国統計協会連合会 2004.5 375/784N/） 

 

手にとるように統計学がわかる本 身近にちらばる数値のカラクリ 

(かんき出版 2004.8 350.1/89N/） 

 

統計の意味がわかる ホント?ナットク! 

(アスカ・エフ・プロダクツ 2005.11 350.1/93N/） 

 

考える技術としての統計学 生活・ビジネス・投資に生かす （NHKブックス） 

(日本放送出版協会 2007.12 417/367N/） 

 

実例で学ぶ確率・統計 

(日本評論社 2014.3 417/542N/） 

 

統計で深めよう!調べ学習 1 はじめよう身近なデータの整理 

(文研出版 2003.3 J350/1N/1） 

 

▼関連リンク 

算数オリンピック（算数オリンピック委員会） 

http://www.sansu-olympic.gr.jp/d1.htm 

JSTバーチャル科学館（国立研究開発法人科学技術振興機構） 

http://www.jst.go.jp/csc/virtual/ 

算数・数学をイメージ化する動画素材集(文部科学省「教育用コンテンツ開発事業」) 

http://www.dainippon-tosho.co.jp/mext/nhk/index.html 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001229550
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001956276
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601049597
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701232352
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302208257
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400337132
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001992604
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001996212
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020500869595
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701310480
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400032528
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001947962
http://www.sansu-olympic.gr.jp/d1.htm
http://www.jst.go.jp/csc/virtual/
http://www.dainippon-tosho.co.jp/mext/nhk/index.html
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環境問題について調べる 
 

 

■はじめに 

大阪府立中央図書館では、産業や工業、地球科学や社会学に関する資料を広く収集しており、その一環と 

して環境問題に関する資料も多く所蔵しています。 

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。 

 

■もくじ 

▼蔵書検索 

▼用語を知る 

▼参考図書 

▼こんな本はいかがですか？ 

▼雑誌・論文記事を調べる 

▼新聞を調べる 

▼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「地球温暖化」等お探しの語句を入力し検索、或いは「書名(タイトル)」

の欄にお探しの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） 

 

 

 

▼用語を知る 

調べたいテーマについて、現状や言葉の意味を大まかに把握したい場合、以下のような資料が便利です。 

※タイトル関連情報は （出版者 所蔵分出版年月 請求記号） です。 

現代用語の基礎知識 （年刊） 

（自由国民社 1949- 031/6N/） 

毎年発行され、最新動向を踏まえた情報、新たに話題となった用語の確認に有益。 

環境用語辞典 ハンディー版   

（共立出版 2010.4 519/755N/） 

環境に関する広範囲な用語をやさしい言葉で完結に説明した辞典。50音順に、約 1450語を収録。巻末に

は、各種基準に関する資料や英語索引がある。 

 

▼参考図書（白書・統計・法令集・辞典等） 

・白書は、国や自治体等が特定分野の現状分析や施策についてわかりやすくまとめたもので、環境問題関

連のものも当館は多数所蔵しています。バックナンバーも書庫に所蔵しています。 

環境白書 循環型社会白書/生物多様性白書 （年刊） 

(日経印刷 1972- 519/1288N/） 

おおさかの環境 （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/） 

 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021001697253
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・統計は、過去や現在の状況を客観的に数値で表したもので、詳細な調査に役立ちます。 

バックナンバーも書庫に所蔵しています。 

環境統計集 （年刊） ※2012年で刊行終了、以後Ｗｅｂ版 

（[環境省総合環境政策局環境計画課] 2005-2012 519/1094N） 

地球温暖化統計データ集 （隔年刊） 

（三冬社 2008- 451.3/203N/） 

 

・環境関連の法令集を調べることによって、法令・告示・条約等を横断的に把握することが可能です。 

環境六法 (年刊) 

（中央法規出版 1973- 519.1/437N/） 

廃棄物・リサイクル六法 （年刊） 

（中央法規出版 1977- 519.7/64N/） 

 

・また環境問題に特化した事典類を当館は複数所蔵しています。 

環境年表 （理科年表シリーズ） （隔年刊） 

(丸善出版 1995- 519/1415N/) 

環境総覧 （3年に 1回刊） 

(通産資料出版会 1996- 519/291N/) 

 

▼こんな本はいかがですか？ 

●全般 

 環境キーワード事典 

(日経 BP社 2014.1 519/1625N/) 

世界の環境問題 第 1-11巻 

(緑風出版 2005.12-2015.11 519.2/235N/1-11) 

最新環境百科 

(丸善出版 2016.1 519/1694N/） 

 

●地球温暖化 

地球温暖化の事典 

（丸善出版 2014.3 451.3/254N/） 

地球温暖化：そのメカニズムと不確実性 

（朝倉出版 2014.12 451.3/257N/） 

異常気象と温暖化がわかる 

（技術評論社 2016.6 451/197N/） 

 

●生物多様性 

世界の絶滅危惧生物図鑑 

（丸善出版 2014.1 460.3/42N/） 

生物多様性のしくみを解く 

（工作舎 2014.4 468/214N/） 

農村計画と生態系サービス 

（農林統計出版 2014.12 611.1/552N/） 

 

 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021202164215
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400003324
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020500894117
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400300562
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400031776
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400141184
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400141184
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400346110
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400005866
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400005866
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400039862
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400141816
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●廃棄物 

廃棄物年鑑 （年刊） 

（環境産業新聞社 1978- 519.7/14N/） 

循環型社会キーワード事典 

（中央法規出版 2007.10 518.5/488N/） 

廃棄物処理早わかり帖 

（東京法令出版 2015.12 518.5/532N/） 

 

●再生可能エネルギー 

自然エネルギーと環境の事典 

（東洋書店 2013.11 501.6/731N/） 

ゼロから始める暮らしに生かす再生可能エネルギー入門 

（家の光協会 2014.8 501.6/758N/） 

脱原発と再生可能エネルギー 

（北海道大学出版会 2015.2 539/264N/） 

 

●環境汚染 

海・川・湖の放射能汚染 

（緑風出版 2014.7 519.4/318N/）  

トコトンやさしい環境汚染の本 

（日刊工業新聞社 2014.9 519/1645N/） 

ダイオキシンと「内・外」環境 

（九州大学出版会 2015.9 519/1673N/） 

もっと知りたい PM2.5の科学 

（日刊工業新聞社 2016.1 519.3/353N/） 

 

●世界の先進的取組 

実践低炭素革命 

（生産性出版 2014.12 519/1652N/） 

スウェーデンの環境都市政策 

（古今書院 2015.2 519.1/1541N/） 

ドイツエネルギー変革の真実 

（エネルギーフォーラム 2015.12 501.6/818N/） 

主要国の環境とエネルギーをめぐる比較政治 

（東信堂 2016.1 519.1/1579N/） 

 

▼雑誌・論文記事を調べる 

・速報的な情報や論文等、図書として出版されていないものを雑誌で閲覧できる場合があります。 

・当館では以下の雑誌記事・論文検索データベースを用意しております。是非ご活用ください。 

CiNii ： 学術論文情報に強みをもつデータベース 

MAGAZINEPLUS ： 国内最大の雑誌・論文情報を収録 

J DreamⅢ ： 日本最大級の科学技術文献情報のデータベース 

医中誌 Web ： 国内の医学関連文献情報のデータベース 

Web ＯＹＡ-bunko ： 一般誌・大衆紙の記事情報を多く含むデータベース 

雑誌記事索引集成データベース ： 明治から現在までの雑誌記事索引 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701268694
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400278007
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302275683
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400084883
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400084883
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400156897
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400156897
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400079114
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400108731
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400237438
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400297906
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400141066
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400171779
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400286971
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400297884
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#shizen
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#shizen
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
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日経 BP 記事検索サービス ： 日経 BP社発行の雑誌記事が検索可能 

 

・以下のような環境関連の雑誌も当館にて閲覧可能です。 

環境管理（産業環境管理協会 月刊 P51/94N/） 

環境技術（環境技術学会 月刊 P51/43N/） 

環境と公害（岩波書店 季刊 P51/3N/） 

環境法研究（有斐閣 年刊 P51/27N/） 

月刊廃棄物（日報アイビー 月刊 P51/56N/） 

 

▼新聞を調べる 

・過去の出来事・ニュースを確認する際に便利です。当館では大手 5 紙について、古いものでは明治期の 

ものから閲覧可能です。 

・また、以下のような新聞記事検索データベースを当館内でご利用いただけます。 

聞蔵Ⅱビジュアル ： 朝日新聞データベース 

日経テレコン 21 ： 日経新聞データベース 

ヨミダス歴史館 ： 読売新聞データベース 

毎索 ： 毎日新聞データベース 

The Sankei Archives ： 産経新聞データベース 

ELNET（イーエルネット） ： 全国新聞・雑誌記事紙面データベース 

 

▼インターネットで調べる 

・環境省ホームページ（環境省） 

http://www.env.go.jp/ 

環境省各部局からの施策や統計等幅広い情報を網羅。 

参考図書『環境統計集』の Web版  http://www.env.go.jp/doc/toukei/index.html 

・エコギャラリー おおさかの環境ホームページ（大阪府環境農林水産総合研究所） 

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

大阪府の環境施策や条例、現状等を収録。 

・国立環境研究所ホームページ（国立研究開発法人国立環境研究所） 

http://www.nies.go.jp/ 

研究内容・成果について発信。 

・環境情報プラザ（一般財団法人経済広報センター） 

http://www.kkc.or.jp/policy/kankyo.html 

産業界の環境問題に対する取組みについて紹介。 

・EICネット（一般財団法人環境イノベーション情報機構） 

http://www.eic.or.jp/ 

環境教育・環境保全活動に関する幅広い情報を提供。 

http://www.library.pref.osaka.jp/site/business/guide-oldb-use-nikkeibp.html
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000001988456
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000000969819
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000001333150
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000000833285
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000001050377
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#asahi
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#nikkei
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#yomiuri
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#mainichi
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#sankei
http://www.env.go.jp/
http://www.env.go.jp/doc/toukei/index.html
http://www.pref.osaka.jp/kannosuisoken/ecogallery/
http://www.nies.go.jp/
http://www.kkc.or.jp/policy/kankyo.html
http://www.eic.or.jp/
http://www.eic.or.jp/
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放射能・放射線・原子力発電について調べる 

 

■はじめに 

2011 年 3 月 11 日に発生した「東北地方太平洋沖地震」による原子力発電所の事故により、放射能・放射線

や原子力発電への関心が高まりました。 

大阪府立中央図書館では、これらに関する資料も数多く所蔵しています。ここでは、府立中央図書館で所蔵

している本や、中央図書館での調べ方をご紹介します。 

 

■図書を調べる 

▼蔵書検索で探す 

▼テーマの本棚で探す 

▼参考図書 

▼こんな本はいかがですか？ 

■雑誌の論文・記事を調べる 

■新聞の記事を調べる 

■関連リンク 

 

 

■図書を調べる 

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

探したい本を検索する前に、まず、キーワードとなる言葉をいくつか考えましょう。例えば、 

放射能 放射線 原子力発電 など 

これらのキーワードを蔵書検索画面で、書名や件名（テーマ）、あるいは「全項目」に入力して検索してみてく

ださい。そのキーワードが「書名」に含まれていなくても、「件名（テーマ）」で補完されていたり、「全項目」では

「内容注記（内容紹介）」のデータも含めて蔵書を探してくるからです。 

例) 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意！ なお、雑誌の論文・記事、新聞の記事は、この蔵書検索では探せません。後述の「雑誌の論文・記事を

調べる」「新聞の記事を調べる」をご覧ください。 

 

▼テーマの本棚で探す 

テーマに関する本を集めている 3階の本棚へ行って、実際に図書を手にとって探す方法もあります。 

物理学： 放射能「429.4」、放射線「427.5」（書架番号 28） 

工学： 放射線「539.6」、核燃料「539.4」、原子力工学「539」、原子力発電「543.5」（書架番号 38） 

医学：  放射線医学「492.4」（書架番号 30） 

などに関連テーマの本を並べています。 

 

 

 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/
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▼参考図書（白書・統計・法令集・辞典等）    ※(   )内は、出版者 出版年月 請求記号です。 

原子力ハンドブック 

   (オーム社 2005.11 539/113N/)   

 

▼こんな本はいかがですか？ 

●全般 

どうする原発どうなる放射線 核廃絶の願いとともに 

（日本機関紙出版センター 2011.5 543.5/304N/） 

ガイガーカウンターGuideBook 放射能から身を守る!! 

(ソフトバンククリエイティブ 2011.6 539.6/147N/） 

  14歳からの原発問題 （14歳の世渡り術） 

   (河出書房新社 2011.9 J543/15N/) 

  放射線の大研究 見えない危険なエネルギー 

    (PHP研究所 2012.8 J539/14N/) 

原子力がわかる事典 正しく知ろう! 

  (PHP研究所 2012.9 J539/15N/) 

ハンドブック原発事故と放射能 （岩波ジュニア新書） 

  (岩波書店 2012.11 L1J/727N/)  

原子力災害からいのちを守る科学 （岩波ジュニア新書） 

  (岩波書店 2013.2 L1J/735N/) 

放射線と健康 本当に私たちが知りたい 50の基礎知識 

（東京書籍 2013.3 493.1/1176N/） 

放射線ってなあに? Science Window 

(科学技術振興機構 2013.3 J539/19N/) 

放射線計測学 改訂 2版 （シリーズ<放射線技術学シリーズ>） 

（オーム社 2013.11 539.6/98Ｎ/） 

《疑問が解ける》放射線・放射能の本 

(オーム社 2014.3 539.6/209N/) 

いちから聞きたい放射線のほんとう いま知っておきたい 22の話 

  (筑摩書房 2014.3 539.6/211N/) 

放射線 科学が開けたパンドラの箱 （サイエンス・パレット） 

  (丸善出版 2014.8 539.6/217N/) 

原発とどう向き合うか 科学者たちの対話 2011〜'14 （新潮選書） 

  (新潮社 2014.8 L34/583N/) 

原子力発電所が二度と過酷事故を起こさないために 原子力政策への提言     

  (科学技術国際交流センター 2016.1 543.5/756N/) 

 

●安全管理 

原発事故緊急対策マニュアル 放射能汚染から身を守るために 

（合同出版 2011.4 543.5/296N/） 

英国自治体発行原子力防災マニュアル 放射能雲の下のリーズとブラッドフォード 

（同時代社 2011.6 539.9/48N/） 

東日本大震災後の放射性物質汚染対策 放射線の基礎から環境影響評価、除染技術とその取り組み 

（エヌ・ティー・エス 2012.3 539.6/177N/） 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10020701300394
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021101884122
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021101888957
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021101934299
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021202062243
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021202062243
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021202084086
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021202119687
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021202156902
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021202163964
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021302198588
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021302198588
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302276766
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302276766
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400022804
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400026472
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400096506
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400092631
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400305853
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021101871717
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021101893144
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021202009959
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■雑誌の論文・記事を調べる 

・速報的な情報や論文等、図書として出版されていないものを雑誌で閲覧できる場合があります。 

・当館では、以下の雑誌の記事・論文検索データベースを契約しております。是非ご活用ください。印刷可

（有料） 

CiNii（サイニィ） ： 学術論文情報に強みをもつデータベース 

MAGAZINEPLUS（マガジンプラス） ： 総計 1000万件以上にのぼる雑誌・論文情報を収録 

JDreamⅢ（ジェイドリームスリー） ： 日本最大級の科学技術文献情報のデータベース 

医中誌 Web  ： 国内の医学関連文献情報のデータベース 

雑誌記事索引集成データベース ： 明治から現在まで、全国誌から地方誌までの雑誌記事索引 

ＥＬＮＥＴ（イーエルネット） ： 全国新聞・雑誌記事紙面データベース 1988年以降を収録 

 

検索例 

ご自宅からでもご利用いただける CiNii を例にして、検索方法・結果の見かた・記事（論文）の利用の仕方

を紹介します。 

フリーワード「放射能 放射線 原子力発電」と入力すると自動的に AND 検索し、70 件以上ヒットします

（2016.7現在）。そのうちの 1件を例に、検索結果の見方を説明します。 

 

 

 

 

 

上記の各番号の項目には、以下の事項が書かれています。 

１．記事名  ２．記事の著者名  ３．掲載雑誌名  ４．掲載巻号  ５．掲載ページ  ６．掲載年月日 

この雑誌記事を読みたい場合は、掲載雑誌である『仙台赤十字病院医学雑誌』23 巻 1 号 2014 年 6 月発

行が、中央図書館に所蔵されているかどうか、蔵書検索で確認してください。 

７．機関リポジトリ CiNii PDF-オープンアクセス CiNii外部リンク のアイコンの場合は、論文が公開され

ており、PDF ファイルを印刷できます（府立図書館内のデータベース検索用端末からの場合は有料になりま

す）。 

※この雑誌（巻号）を所蔵しているのは、国立国会図書館と医学系の大学・学部・病院の図書館（室）だけ

で、中央図書館では所蔵していません。 

CiNii 定額アクセス可能 の場合は、府立図書館が契約しているので館内のデータベース検索用端末か

ら印刷可能です（有料）。その他、CiNii に個人として年間登録（契約）する・必要な記事だけに料金を払う、な

どのアイコンがあります。 

また、所蔵していない雑誌（巻号）は、所蔵館へ訪ねていただくか、あるいは所蔵館からコピーを取り寄せ

る（有料）ことになります。 

 

・以下のような放射線関連の雑誌も、当館にて閲覧可能です。 

放射線科学（放射線医学総合研究所 年 3回刊 P49/64N/） 

原子力文化（日本原子力文化財団 月刊 P53/22N/） 

 

■新聞の記事を調べる 

・過去の出来事・ニュースを確認する際に便利です。当館では大手 5 紙について、古いものでは明治時代の

ものから閲覧可能です。 

・また以下のような新聞記事検索データベースを当館内でご利用いただけます。印刷可（有料）。 

聞蔵Ⅱビジュアル ： 朝日新聞、AERA、週刊朝日の記事も検索可能 

１．福島原発事故による放射線被曝を経験して考えたこと 

２．岡山博 

３．仙台赤十字病院医学雑誌   ４．23(1),   ５．83-90   ６．2014-05 

７．機関リポジトリ 

http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000001018826
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000001091859
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#asahi
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日経テレコン 21 ： 日経 4紙の記事や、企業・人事のデータベースも検索可能 

ヨミダス歴史館 ： 読売新聞のデータベース、地域版も検索可能 

毎索 ： 『毎日新聞』『エコノミスト』の記事や「世論調査」も検索可能 

The Sankei Archives ：  産経新聞データベース 

ELNET（イーエルネット） ： 全国新聞・雑誌記事紙面データベース 1988年以降を収録 

 

■関連リンク 

・公益社団法人「日本アイソトープ協会」 

http://www.jrias.or.jp/ 

アイソトープ（同位体・同位元素）、放射性医薬品の供給から廃棄まで一貫した体制を支えている機関 

・国立研究開発法人「日本原子力研究開発機構」  

http://www.jaea.go.jp/ 

日本で唯一の原子力に関する総合的研究開発機関 

・国立研究開発法人「放射線医学総合研究所」 

http://www.nirs.go.jp/index.shtml 

放射線と人々の健康に関わる研究開発に取り組む国内唯一の研究機関 

・公益財団法人「放射線影響研究所」 

http://www.rerf.or.jp/index_j.html 

平和目的のために、原爆放射線の健康影響について調査する日米共同研究機関 

 ・公益社団法人「放射線計測協会」 

     http://www.irm.or.jp/ 

     放射線計測に係る技術・知識や信頼できるデータを提供している機関 

http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#nikkei
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#yomiuri
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#mainichi
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#sankei
http://www.jrias.or.jp/
http://www.jaea.go.jp/
http://www.nirs.go.jp/index.shtml
http://www.rerf.or.jp/index_j.html
http://www.irm.or.jp/
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外国の文化と習慣について調べる 

 

■はじめに 

図書館を使って「外国の文化と習慣について調べる」には？ 

ここでは、図書館を使って「外国の文化と習慣について調べる」方法の一例をご紹介します。 

 

■調べ方あれこれ 

▼Online Public Access Catalog（OPAC
オ（ー）パック

）で調べる 
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/ 

＊OPAC とは、オンライン蔵書目録のことで、府立図書館の OPACから府立中央図書館と 

中之島図書館の蔵書検索ができます。 雑誌の記事・論文名では検索できません！ 

●館内 OPAC で探すには･･･ 館内各フロアに利用者用端末（キーボード・タッチパネル）を設置しています。

操作方法は、各端末に置いている「図書館システム 操作ガイド（館内 OPAC編）」をご覧ください。 

●WebOPACで探すには･･･ 大阪府立図書館 HPの蔵書検索から検索できます。 

●たとえば、WebOPACで「世界のあいさつがわかる児童書」を調べるには･･･ 

Step.1  件名に 「あいさつ」と入力、利用対象の「児童」にチェックを入れて検索 

 

 

        ＊チェックしなければ、児童書・一般書の両方を検索します。 

Step.2 検索結果の「書名」をクリック 

 

 

Step.3 「請求記号」や「場所」などがわかります。 

 

 

・「所蔵館」 中央図書館が所蔵しています 

・「資料番号」 図書に貼ってあるバーコードの番号です 

・「請求記号」 図書に貼ってあるラベルの番号です（この番号順に図書は並んでいます） 

・「帯出区分」 貸出できる図書です 

・「配架場所」 こども資料室の 10伝記の本棚に並んでいます 

・「状態」 利用可能な状態です 

 

 

 

 

 

 

 

注意！ 

 

 

 ココ！ 

 

検索結果を並び替え
ることもできます。 
（これは出版年の降
順） 

注意！ 
システムで貸出していないだけで、 
どなたかが館内でご利用中の場合も
あります。 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/
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▼本棚（書架）で直接調べる 

●本棚で直接調べると、OPACでは検索できなかった掘り出し物が見つかるかも知れません。 

文化や習慣に関する図書の分類は多岐にわたりますが、請求記号の 1段目が 380-389（風俗習慣、3階）、

200-279（歴史、4階）、290-297（地誌、4階）または 375（教科別教育、3階）の図書を探してみてください。

800-899（言語、4階）も参考になります。児童向けの図書はこども資料室に置いています。 

因みに、各国の歴史や地誌は次のように分類されています。 

〔歴史〕 

  [210]日本史 [220]アジア史 [230]西洋史 [240]アフリカ史 [250]北アメリカ史 

    [260]南アメリカ史 [270]オセアニア史 

〔地誌〕 

  [291]日本 [292]アジア [293]ヨーロッパ [294]アフリカ [295]北アメリカ 

  [296]南アメリカ [297]オセアニア、南太平洋諸島 

 

●たとえばこんな図書はいかがですか？   

○○○を知る事典  改訂版等を含めて 34冊(2016.7現在） 

（平凡社 1986- ）   ＊書名「を知る事典（を含む）」、出版者「平凡社」で検索できます。 

   アメリカを知る事典 新版   (平凡社 2012.4  253/88N/) 

南アジアを知る事典 インド+スリランカ+ネパール+パキスタン+バングラデシュ+ブータン+モルディ

ヴ 新版   （平凡社 2012.5 225/32N/）   

     ラテンアメリカを知る事典 新版   (平凡社 2013.3 255/18N/) 

韓国朝鮮を知る事典 新版   （平凡社 2014.3 221/466N/） 

東欧を知る事典 新版   （平凡社 2015.7 230/29N/）   など 

それ日本と逆!?文化のちがい習慣のちがい 1-6  

（学研教育出版 2012.2 J382/31N/1-6） 

世界を知って日本を知ろう 1-7  

（学研 2012.2 J290/61N/1-7） 

世界地理びっくり図鑑 さまざまなデータから世界のようすを読み取ろう! 

(ポプラ社 2014.4 15/435/290/) 

なるほど世界地名事典 1-6 

(大月書店 2012.10 J290/105N/1-6) 

★「件名」や「書名」に、思いつくキーワードを色々入れて検索してみてください！ 

 たとえば、「習慣」「儀礼」「ジェスチャー」「エチケット」「祭礼」「服飾」「ことば」「英語」「教育」などなど。 

 ひらがなやカタカナで入力すると検索対象が増えます。 シュウカン＝習慣・週刊・収監？？？ 

★下図の場合、「アメリカ」「文化」という両方のキーワードを書名に持つ図書を調べることができます。 

 

 

 ▼をクリックすると「AND」か

「OR」が選択できます。 

 

さらに、 [233]イギリス史、 [234]ドイツ史、

[235]フランス史と分類されています！ 

 

▼をクリックすると「を含む」「で始まる」 

「と一致する」「で終わる」が選択できます。 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021202017177
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021202034910
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021202034910
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021202170041
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400029511
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400221353
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifCrossSearchAction.do?WebLinkFlag=1&tifschcmpd=1&chkflg=nocheck&loccodschkflg=nocheck&langcodschkflg=nocheck&medshuChkflg=nocheck&targetsChkflg=nocheck&targetsAvChkflg=nocheck&condition1Text=%E3%81%9D%E3%82%8C%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%A8%E9%80%86%21%3F%E6%96%87%E5%8C%96%E3%81%AE%E3%81%A1%E3%81%8C%E3%81%84%E7%BF%92%E6%85%A3%E3%81%AE%E3%81%A1%E3%81%8C%E3%81%84&range1=2
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifCrossSearchAction.do?WebLinkFlag=1&tifschcmpd=1&chkflg=nocheck&loccodschkflg=nocheck&langcodschkflg=nocheck&medshuChkflg=nocheck&targetsChkflg=nocheck&targetsAvChkflg=nocheck&condition1Text=%E3%81%9D%E3%82%8C%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%A8%E9%80%86%21%3F%E6%96%87%E5%8C%96%E3%81%AE%E3%81%A1%E3%81%8C%E3%81%84%E7%BF%92%E6%85%A3%E3%81%AE%E3%81%A1%E3%81%8C%E3%81%84&range1=2
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifCrossSearchAction.do?WebLinkFlag=1&tifschcmpd=1&chkflg=nocheck&loccodschkflg=nocheck&langcodschkflg=nocheck&medshuChkflg=nocheck&targetsChkflg=nocheck&targetsAvChkflg=nocheck&condition1Text=%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%82%92%E7%9F%A5%E3%81%A3%E3%81%A6%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%92%E7%9F%A5%E3%82%8D%E3%81%86&range1=2
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifCrossSearchAction.do?WebLinkFlag=1&tifschcmpd=1&chkflg=nocheck&loccodschkflg=nocheck&langcodschkflg=nocheck&medshuChkflg=nocheck&targetsChkflg=nocheck&targetsAvChkflg=nocheck&condition1Text=%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%82%92%E7%9F%A5%E3%81%A3%E3%81%A6%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%92%E7%9F%A5%E3%82%8D%E3%81%86&range1=2
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400035530
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400035530
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifCrossSearchAction.do?WebLinkFlag=1&tifschcmpd=1&chkflg=nocheck&loccodschkflg=nocheck&langcodschkflg=nocheck&medshuChkflg=nocheck&targetsChkflg=nocheck&targetsAvChkflg=nocheck&condition1Text=%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%BB%E3%81%A9%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%9C%B0%E5%90%8D%E4%BA%8B%E5%85%B8&range1=2
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifCrossSearchAction.do?WebLinkFlag=1&tifschcmpd=1&chkflg=nocheck&loccodschkflg=nocheck&langcodschkflg=nocheck&medshuChkflg=nocheck&targetsChkflg=nocheck&targetsAvChkflg=nocheck&condition1Text=%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%BB%E3%81%A9%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%9C%B0%E5%90%8D%E4%BA%8B%E5%85%B8&range1=2
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史料で読むアメリカ文化史 1-5 

（東京大学出版 2005-2006 253/149N/1-5） 

日米ボディートーク 身ぶり・表情・しぐさの辞典 増補新装版 

（三省堂 2016.6 801.9/15N/） 

深層文化 異文化理解の真の課題とは何か  

（大修館書店 2013.5 361.5/809N/） 

学校と博物館でつくる国際理解教育 新しい学びをデザインする  

（明石書店 2009.8 375/982N/） 

小学校新学習指導要領ポイントと学習活動の展開外国語活動 平成 20年版 

（東洋館出版社 2009.4 375.8/654N/） 

 

▼図書に掲載された参考文献等から調べる 

●図書の巻末などに掲載されている参考文献（引用文献）からも関連の図書を調べることができます。 

たとえば、前掲書『深層文化 異文化理解の真の課題とは何か』p.248 には 2007 年に出版された『変貌す

る言語教育 多言語・多文化社会のリテラシーズとは何か』が挙げられています。 

 

▼専門機関の公開用データベースで調べる 

●専門機関が無料公開しているデータベースを活用すると検索の幅がさらに広がります。 

●中央図書館ホームページの「分野別情報リンク集」から簡単にアクセスできます！ 

   http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/subjectrink.html 

その中でオススメを･･･ 

▼ 国立民族学博物館ホームページ   http://www.minpaku.ac.jp/ 

 

＊その他、お気軽にカウンター職員にお尋ねください。 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifCrossSearchAction.do?WebLinkFlag=1&tifschcmpd=1&chkflg=nocheck&loccodschkflg=nocheck&langcodschkflg=nocheck&medshuChkflg=nocheck&targetsChkflg=nocheck&targetsAvChkflg=nocheck&condition1Text=%E5%8F%B2%E6%96%99%E3%81%A7%E8%AA%AD%E3%82%80%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E6%96%87%E5%8C%96%E5%8F%B2&range1=2
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifCrossSearchAction.do?WebLinkFlag=1&tifschcmpd=1&chkflg=nocheck&loccodschkflg=nocheck&langcodschkflg=nocheck&medshuChkflg=nocheck&targetsChkflg=nocheck&targetsAvChkflg=nocheck&condition1Text=%E5%8F%B2%E6%96%99%E3%81%A7%E8%AA%AD%E3%82%80%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E6%96%87%E5%8C%96%E5%8F%B2&range1=2
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400349213
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400349213
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302181076
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901587422
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901527718
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/subjectrink.html
http://www.minpaku.ac.jp/
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日本の食文化について調べる 

 

■はじめに 

「食文化」とひとくちに言っても、様々な切り口があります。日本の食文化について調べたい時、どのような探索プ

ロセスや情報源があるのか、主に大阪府立中央図書館の所蔵資料を活用する方法をご紹介します。 

 

■基本的な調べ方 

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

・本を検索するときは、一番左の項目をプルダウンして「全項目」を選択してから、テーマとなるキーワードを入力し

て探すと、件名や内容細目等も同時に検索するため、「書名」等の項目を選択した場合よりも多くヒットさせること

ができます。まずは「食文化」と入力してみましょう。次に、スペースを空けてキーワード（例えば日本）を追加した

り、「日本の食文化」等と再入力すると検索結果を絞ることができます。また、検索結果の一覧は、出版年などを

クリックすると、並べ替えることができます。 

・一覧の中から気になる書名をクリックすると、書誌詳細表示の画面に遷移します。「一般件名」欄に表示される件

名に注目しましょう。クリックすると、そのテーマに関する資料をまとめて一覧することができます。 

・また、「分類」の欄に表示される分類記号をクリックすると、その数字ではじまる分類の資料の一覧が表示されま

す。 

例） 書名：日本の食生活全集 1-50  

⇒一般件名：食生活 分類：383.8 

書名：日本料理店のだし図鑑 

     ⇒一般件名：料理(日本) 分類：596.21 

   書名：創業の逸品 日本の食文化を彩る厳選 88 品 

     ⇒一般件名：食品 分類：588 

   書名：日本の居酒屋（朝日新書 560） 

     ⇒一般件名：飲食店 分類：673.9 

   

 

 

 

 

 ・さらに、見つけた件名・分類に、全項目等キーワードを掛け合わせて、対象を絞り込むことができます。 

例） 全項目：食育 …を含む ＊ 件名：食生活 …で始まる  

 

   

 

      

・図書館の書架は分類記号の順番に並んでいますので、分類記号を調べてから書架をブラウジングすると効率的

です。 

 

 

 

 

 

 

 

  ★キーワードの一例 

  食育、スローフード、飽食、伝統野菜、食材、テーブルマナー、オーガニック、栄養 など 

  ★分類記号の一例 ：書架番号は３階社会自然系資料室のもの 

  383.8（食物史、食生活）：書架番号 22、 498.5（栄養）：書架番号 32、 

588（食品工業）：書架番号 40、 596（食品、料理）、596.21（日本料理）：書架番号 41、 

611.3（食糧問題）：書架番号 42 など 

★ここがポイント！ 

  「全項目」を選択してから調べたいキーワードを入力し、検索結果から気になる本の書誌詳細の件名・

分類から再検索する。 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifCrossSearchAction.do?WebLinkFlag=1&tifschcmpd=1&chkflg=nocheck&loccodschkflg=nocheck&langcodschkflg=nocheck&medshuChkflg=nocheck&targetsChkflg=nocheck&targetsAvChkflg=nocheck&condition1Text=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E9%A3%9F%E7%94%9F%E6%B4%BB%E5%85%A8%E9%9B%86&range1=2
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400340615
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001996214
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400333342
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▼参考図書 

 ※タイトルの下は （出版者 出版年月 請求記号）です。 

●食物史、食生活全般 

ケンブリッジ世界の食物史大百科事典 1  

   （朝倉書店 2005.11 383.8/538N/1） 

     全 5 巻。第 1 巻は、世界各地域別に食の歴史や文化の特徴を解説。 

食の文化を知る事典 

   （東京堂出版 1998.11 383.8/286N/） 

            図説江戸料理事典 

   （柏書房 1996.4 383.8/177N/） 

         約 600 の料理法を収録、200 点近い図版を掲載。 

たべもの起源事典 

   （東京堂出版 2003.1 383.8/469N/） 

     食の文化史事典。たべもののルーツ情報が満載。 

たべもの日本史総覧 

   （新人物往来社 1994.4 383.8/110N/） 

     食を歴史と文化の両側面からとらえたたべもの事典。 

日本古代食事典 

   （東洋書林 1998.11 383.8/282N/） 

     和食文化のルーツがわかる。約 1200 項目を収録。 

日本食文化人物事典 人物で読む日本食文化史 

   （筑波書房 2005.4 383.8/558N/） 

     食文化の向上に貢献してきた人々818 名の事典。 

日本の食文化史年表 

  （吉川弘文館 2011.7 383.8/811N/） 

西暦紀元前から 2000 年までの年表を収録し、巻末に主要参考文献の一覧つき。 

  食の民俗事典 

  （柊風舎 2011.7 383.8/814N/） 

約 300 項目、図版 400 点以上で読み・楽しむ民俗事典となっている。 

 

●食品・栄養 

日本食品大事典 第 3版 

    （医歯薬出版 2013.7 498.5/1244N/） 

      「日本食品標準成分表 2010」収載の食品と国内の市場で見られる食品を合わせた約 3180 項目を収める。 

食品図鑑 

    （女子栄養大学出版部 2006.4 498.5/341N/） 

      「五訂増補日本食品標準成分表」の収載食品を中心に、日常食べられている一般的な食品を追加したオ 

ールカラーの食品図鑑。 

食料の百科事典 

    （丸善 2001.11 498.5/1004N/） 

      付録には食料に関する URL 等を掲載。 

食品安全ハンドブック 

    （丸善 2010.1 498.5/1902N/） 

      食品安全に関連する行政と科学・技術上の課題全般を網羅。 

 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020500888088
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001533528
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001241833
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001870871
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000122639
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001526704
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000002061134
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021101899677
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021101899677
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021101904976
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302218838
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020500952970
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001782919
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901657880
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原色食品衛生図鑑 新訂 第 2版 

    （建帛社 2008.6 498.5/285N/） 

      食品の安全性に関連する事柄を、図表、写真等をとり入れて解説。 

日本食文化図書目録 江戸〜近代 

    （日外アソシエーツ 2008.4 498.5/1741N/） 

    江戸時代の食文化を知るための資料など計 6300件を収録。 

   食品・栄養の本全情報 1992-2001 

    （日外アソシエーツ 2002.9 498.5/1112N/） 

          1992 年〜2001 年に刊行された食品・栄養、料理、食文化に関する図書 11300 点を収録した図書目録。 

食文化・味覚雑誌目次総覧 

    （日外アソシエーツ 2015.2 596/1657N/） 

          1946 年(昭和 21 年)から 1987 年(昭和 62 年)までに創刊された味覚雑誌、食味雑誌、飲食に関する企業の 

PR冊子など 20 雑誌、1965冊の目次総覧。 

食生活データ総合統計年報 （年刊） 

    （食品流通情報センター 1989- 498.5/15N/）※2008以降は三冬社が刊行 

      「食生活」に関するあらゆる分野の統計、調査、アンケートなどから得られた最新資料を網羅した年報。 

     

 ●和食と世界遺産 

2013 年 12 月、「和食：日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録された。 

北大路魯山人の美＜和食の天才＞            

（NHKプロモーション 2015 751.1/653N/） 

      和食とは何か （和食文化ブックレット 1）         

（思文閣 2015.11 383.8/974N/） 

     年中行事としきたり （和食文化ブックレット 2）     

（思文閣 2016.2 383.8/988N/） 

日本料理とは何か 和食文化の源流と展開  

（農山漁村文化協会 2016.4 383.8/992N/） 

食卓の日本史 和食文化の伝統と革新  

    （勉誠出版 2015.12 383.8/982N/） 

和食と食育 和食のこころを受け継ぎそして次世代へ  

（アイ・ケイコーポレーション 2014.3 383.8/920N/） 

世界遺産になった食文化 8 日本人の伝統的な食文化和食   

（WAVE出版 2015.3 J/383/103N/8） 

 

●食糧問題    

食料需給表 （年刊） 

    （農林統計協会 1964- 611.3/17N）※昭和 42、43、49 年度は欠号 

     FAO(国際連合食糧農業機関)の作成の手引きに準拠して作成された資料集。 

食品ロス統計調査報告 （年刊）  

    （農林水産省大臣官房統計部 2002- 611.3/261N/）※平成 20 年度、22-25は欠号 

      平成 21 年度は全国 1,000 世帯の食品使用量、食べ残し状況、食品の廃棄の実態や食事の状況を調査。 

食糧・農業問題の本全情報 1995-2004 

    （日外アソシエーツ 2005.10 610.3/4N/） 

    食糧・農業問題に関する 10 年間の図書 15,009 点を収録。 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801408197
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801370684
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001838642
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400169102
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400352405
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400277886
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400312640
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400336664
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400290529
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400022843
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400178826
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10005000845035
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●小中学生向け調べ学習に役立つ本 

食と健康 (ポプラディア情報館） 

    （ポプラ社 2006.3 J498/113N/） 

      グラフや統計、写真などさまざまな資料を集めた、テーマ別の学習資料集。 

和の食文化 1 郷土料理に見る日本人の知恵 

    （岩崎書店 2015.20 J383/111N/1） 

      日本人の知恵の詰まった和の食文化を伝えるシリーズ。全４巻。郷土料理の歴史や町おこし、地産地消の

利点や地元ブランドなどについて紹介。 和の食文化を外国の人に伝える時に役立つ英語集つき。 

21世紀こども百科食べもの館 

    （小学館 2007.9 J498/130N/） 

          料理の作り方、食べものができるまでやいろいろな食べものの図鑑、世界の料理などを紹介する。 

日本各地食べもの地図 西日本編 

   （帝国書院 2011.2 J383/97N/） 

      ４７都道府県ごとに、伝統野菜、行事食、特産物などを、分布図と写真で紹介するシリーズ。西日本編、東日

本編のほか、資料編では各地の有名な料理や農産物などの産地や特色が一目で分かる全国地図をを収録。 

 

 

▼関連リンク 

・食のライブラリー（味の素大阪支社） 

 http://www.syokubunka.or.jp/library/ 

・つまようじ資料室 

http://www.cleardent.co.jp/siryou/ 

 

★大阪の食文化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=10020600963359
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400154762
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400154762
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701255882
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021001849769
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021001849769
http://www.syokubunka.or.jp/library/
http://www.cleardent.co.jp/siryou/
http://www.library.pref.osaka.jp/site/nakato/
http://www.library.pref.osaka.jp/site/osaka/
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食の安全について調べる 

 

■はじめに 

食品の産地偽装や、残留農薬問題、食中毒や家畜の病気など、食の安全を揺るがす事件は絶えることがあ

りません。食の安全について調べるにはどうすればよいか、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。 

 

■調べ方と本の探し方（基本） 

■図書を調べる 

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

  探したい本を検索する前に、まず、キーワードとなる言葉をいくつか考えます。食の安全について調べる場

合、例えば次のようなキーワードが考えられます。 

食生活 食品 食品衛生 食品表示 食品添加物 食中毒 遺伝子組み換え食品 残留農薬  など 

これらのキーワードを蔵書検索画面で、書名や件名（テーマ）に入力して検索してみてください。件名（テー

マ）とは、書名にそのキーワードが含まれていない場合も、それを補うためにシステムに入力されています。そ

れらを全部含んだ「全項目」も大変有効です。 

 

注意）なお、雑誌については、雑誌名・出版社名からの検索はできますが、掲載されている「記事（論文）」

「著者」は探せません。「雑誌記事を調べる」をご覧ください。 

 

▼テーマの本棚で探す 

テーマに関する本を集めている 3階の本棚へ行って、実際に図書を手にとって探す方法もあります。 

「４９８．５」（書架番号３２）食品、「５８８」（書架番号４０）食品工業、「６１１．３」（書架番号４２）食糧問題  

などに関連テーマの本を並べています。 

 

▼こんな本はいかがですか？   ※(出版者 出版年月 請求記号)です。 

 

●おもな参考図書      

原色食品衛生図鑑 新訂第 2版 

(建帛社 2008.6 498.5/285N/) 

国民衛生の動向 (年刊)  

(厚生統計協会 1969- 498/36N/) 

食生活データ総合統計年報 (年刊) 

（三冬社ほか 1989- 498.5/15N/） 

食品安全の事典 

(朝倉書店 2009.5 498.5/1853N/) 

食品安全ハンドブック 

(丸善 2010.1 498.5/1902N/) 

食品安全性辞典 第 2版 

(共立出版 2010.11 498.5/640N/) 

 

●食の安全について 

食環境科学入門 (シリーズ<環境・エコロジー・人間>) 

(ミネルヴァ書房 2006.9 498.5/1583N/) 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801408197
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901550103
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901657880
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021001790471
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601067702
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ガイドブック食の安全 知識と法律 

(法学書院 2008.8 498.5/1765N/) 

第 2期大阪府食の安全安心推進計画 平成 25年度～平成 29年度 

(大阪府健康医療部食の安全推進課 2013.4 498.5/1746N/) 

トコトンやさしい食品添加物の本 

(日刊工業新聞社 2015.4 498.5/2273N/)  

食品の安全性 3訂 

(建帛社 2016.3 498.5/1005N/) 

 

●１階「こども資料室」の本では 

ここまできた！破壊 3 総合的な学習にやくだつ わたしたちの食べものは安全か? 

(ポプラ社 2000.4 J519/97N/3) 

食の安全とスローフード [1] 食の安全と安心を求めて 

(教育画劇 2003.3 J498/91N/1) 

食の総合学習 3 食と環境 

(あかね書房 2005.4 J498/107N/3) 

  今考えよう、安全でゆたかな食生活・食環境 1 健康な食事とは 

(文溪堂 2009.3 J498/146N/1) 

 

■雑誌記事を調べる 

食の安全に関する雑誌記事を調べるには、関連分野の雑誌を見る方法と、雑誌記事データベースでどのよ

うな記事があるか検索をする方法があります。雑誌記事データベースで検索した記事の本文を見たい場合

は、掲載雑誌が中央図書館で所蔵されているかどうか、蔵書検索で検索します。中央図書館で所蔵していな

い場合は、所蔵している他の図書館へ記事の複写の取寄せ依頼をすることも可能です（有料）。 

 

●おもな関連分野の雑誌 

食と健康 

(日本食品衛生協会 月刊 P49/80N/) 

食品安全 食品安全委員会季刊誌 

(内閣府食品安全委員会 季刊 短期保存) 

食べもの文化 

(芽ばえ社 月刊 P49/46N/) 

【中央図書館で利用できるおもな雑誌記事データベース】 

各データベースの詳細（検索可能年や収録データ）については、「ご利用いただけるおもなデータベース 雑

誌記事」をご参照ください。  

データベース名 提供機関 備考 

MAGAZINEPLUS（マガジンプ

ラス） 

日外アソシエーツ 国内最大の雑誌・論文情報を収録 

CiNii（サイニイ） 国立情報学研究所 記事検索および無料一般公開の記事につい

ては、無料で利用可能 

医中誌 Web 医学中央雑誌刊行

会 

国内の医学関連文献情報のデータベース 

ELNET（イーエルネット）  エレクトロニックライ

ブラリー 

全国新聞・雑誌記事紙面データベース 1988

年以降を収録 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801428931
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021302209626
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?urlNotFlag=1&tilcod=10021400193592
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400313396
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400313396
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001693414
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001882860
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10005000479868
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801518120
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000001709826
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20005000001951
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000001246623
http://www.library.pref.osaka.jp/central/database.html
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#shizen
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#shinbunkiji
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検索例 

CiNii で「フリーワード： 食 安全 家庭」のキーワードを入力すると、自動的に AND 検索し、200 件以上ヒ

ットします。そのうちの 1件を例に、検索結果の見方を説明します。  

なお、「タイトル： 食 安全 家庭」のキーワードを入力すると、約30件に減ります。これは当館蔵書検索と

同様に、「フリーワード」は全項目から検索してくるからです。 

 

1.家庭の食生活環境と学校の給食調理方式が中学生の食意識・食行動,給食に対する評価および健康状態

に及ぼす影響 

2.松本 晴美 , 深澤 早苗 

3 日本家政学会誌   4.58(11)    5.681-692    6.20071115 

    1.記事名   2.著者名   3.掲載雑誌名   4.掲載巻号   5.掲載ページ   6.掲載年月  

  この雑誌記事を読みたい場合は、掲載雑誌である「日本家政学会誌 58巻 11号 2007年 11月発行」が、

中央図書館に所蔵されているかどうか、蔵書検索で確認してください。 

 また CiNii PDF-オープンアクセス CiNii 外部リンク 機関リポジトリ のアイコンの場合は、論文が公開

されており、PDF ファイルを印刷できます（府立図書館内のデータベース検索用端末からの場合は有料にな

ります）。 CiNii 定額アクセス可能 の場合は、府立図書館が契約しているので館内のデータベース検索用

端末から印刷可能です（有料）。その他、CiNiiに個人として年間登録（契約）する・必要な記事だけに料金を

払う、などのアイコンもあります。 

 

■新聞記事を調べる 

テーマに関連する新しい情報を調べるには、新聞記事を調べる方法があります。 

中央図書館には、主な新聞を保存していますので、過去の新聞記事を読むことができます。過去の新聞

記事の掲載日や内容を調べるには、新聞記事データベースの検索が役に立ちます。 

 

【中央図書館で利用できるおもな新聞記事データベース】 

各データベースの詳細（検索可能年や収録データ）については、「ご利用いただけるおもなデータベース 新

聞記事」をご参照ください。  

データベース名 検索できる新聞 備考 

聞蔵（きくぞう）Ⅱビジュアル 朝日新聞 「AERA」や「週刊朝日」の記事の検索も可能 

ヨミダス歴史館 読売新聞  

日経テレコン 21 日本経済新聞など 日経 4紙の記事検索が可能 

毎索 毎日新聞  

The Sankei Archives 産経新聞  

ELNET（イーエルネット）  エレクトロニックライ

ブラリー 

全国新聞・雑誌記事紙面データベース 1988

年以降を収録 

 

▼関連リンク 

・大阪府 食の安全推進課ホームページ 

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

  大阪府の食の安全安心に関する取り組み状況のほか、大阪府内での食の安全に関わる情報を提供してい

ます。 

 

 

http://www.library.pref.osaka.jp/central/database.html
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#asahi
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#yomiuri
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#nikkei
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#mainichi
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#sankei
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#shinbunkiji
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/
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・厚生労働省 健康・医療 食品 

  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/index.html 

  食品の安全に関するＱ＆Ａのページや消費者向け情報などのほか子ども向けのページでは、指導用の資

料などもあります。 

 

・内閣府 食品安全委員会 

  http://www.fsc.go.jp/index.html 

  一般向けの解説資料やパンフレット類が公開されています。 

 

・農林水産省 消費・安全のページ 

  http://www.maff.go.jp/j/syouan/index.html 

  食品への農薬や微生物などによる危険情報などのほか、家庭でできることをわかりやすくまとめた「安全で

健やかな食生活を送るために」などがあります。 

 

・独立行政法人 農林水産消費安全技術センター 

  http://www.famic.go.jp/docs/reference/syouhisya.html 

  啓発用のパンフレット類も公開されています。 

 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/index.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/index.html
http://www.fsc.go.jp/index.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/index.html
http://www.famic.go.jp/docs/reference/syouhisya.html
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総合的な学習について調べる 
 

「総合的な学習」に関する資料について、府立図書館の蔵書の探し方を例に、具体的な資料をご紹介します。 

 

■もくじ 

▼蔵書検索 

▼検索例  

１）総合的な学習        ２）総合的学習        ３）総合学習                         

４）総合的な学習 ＡＮＤ 小学校（中学校、高等学校）  ５）総合的な学習 ＡＮＤ 図書館         

６）総合的な学習 ＡＮＤ 事例                 ７）総合的な学習 ＡＮＤ （その他のキーワード） 

８）アクティブ・ラーニング 

▼雑誌記事（論文）の探し方 

 

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

 

総合的な学習に関する本を検索するときは、 

１）画面の一番左の項目をプルダウンして「全項目」を選択し、 

２）「総合的な学習」（総合的学習、総合学習）等お探しの言葉（キーワード）・著者名等を入力して、 

３）「を含む」で検索してください。 

この場合、書名にその言葉（キーワード）が含まれていなくても、それを補うためにシステムに入力されている

件名（テーマ）等も検索対象となります。 

 

なお、雑誌については、雑誌名・出版社名からの検索はできますが、掲載されている「記事（論文）」「著

者」は探せません。「雑誌記事（論文）の探し方」をご覧ください。 

 

▼検索例  各章題をキーワードとして検索した場合の結果例 

※（   ）内は、「出版者・出版年月・請求記号」です。 

 

１）総合的な学習 

子どもたちのプロジェクト S 「総合的な学習」8つの熱き挑戦！ 

（日本放送出版協会 2002.10 375/723N/） 

 

定本総合的な学習ハンドブック 

（ぎょうせい 2003.10 375/756N/） 

 

リニューアル総合的な学習の時間 

（北大路書房 2009.10 375/991N/） 

 

２）総合的学習 

学習に学校図書館を活用しよう 調べ学習・総合的学習の推進（シリーズいま、学校図書館のやるべきこと６） 

（ポプラ社 2005.3 017/108N/6） 

 

学校と博物館でつくる国際理解教育 新しい学びをデザインする 

（明石書店 2009.8 375/982N/） 

 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001849664
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001926430
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901626446
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000002060634
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901587422
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３）総合学習 

食の総合学習  

１．食といのち： 食べ物が体をつくる     （あかね書房 2005.4 J498/107N/1） 

２．食の化学： 食べ物の知恵をさぐる    （あかね書房 2005.4 J498/107N/2） 

３．食と環境： 安全な食べ物をもとめて   （あかね書房 2005.4 J498/107N/3） 

４．食とくらし： 現代の食を考える       （あかね書房 2005.4 J498/107N/4）  

 

あっ!こんな教育もあるんだ 学びの道を拓く総合学習 

（新評論 2006.7 375/855N/） 

 

  学力を変える総合学習  (未来への学力と日本の教育 ６)   

 （明石書店 2006.8 375/857N/）  

 

教科と総合の関連で真の学力を育む 

   （ぎょうせい 2008.5 375/932N/） 

 

はじめての金融教育 ワークシート付き入門ガイドと実践事例集 

（金融広報中央委員会 2009.3 375/995N/） 

 

探究学習と図書館 調べる学習コンクールがもたらす効果 

（学文社 2012.3 015/117N/） 

 

４）総合的な学習 AND 小学校 （中学校、高等学校） 

小学校新学習指導要領の展開 総合的な学習編 

（明治図書出版 2008.12 375.1/456N/） 

 

小学校新学習指導要領ポイントと授業づくり総合的な学習 平成 20年版 

（東洋館出版 2009.2 375/970N/） 

 

中学校教育課程講座 総合的な学習の時間 平成 20年改訂 

（ぎょうせい 2008.10 375/951N/） 

 

中学校新学習指導要領の展開 総合的な学習編 

（明治図書出版 2008.12 375.1/433N/） 

 

新聞教育ルネサンスへ ＮＩＥで子どもが変わる、学校が変わる 

（白順社 2012.3 375.1/503Ｎ/） 

 

高等学校・中学校新課程用 総合的な学習こう展開するシリーズ  

  生命の教育     （清水書院 2000.8 375/585Ｎ/） 

  情報活用の教育  （清水書院 2001.12 375/664Ｎ/） 

  ボランティア学習  （清水書院 2002.2 375/669Ｎ/） 

  環境学習       （清水書院 2002.3 375/674Ｎ/） 

 

５）総合的な学習 AND 図書館 

「総合的な学習」を支える学校図書館 小学校・中学校編 

（全国学校図書協会 2001.9 017.2/8N/） 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10005000479865
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10005000479867
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10005000479868
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10005000479869
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601032922
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601048896
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801378603
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901646320
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021101999230
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801467708
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020901541614
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801453967
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801453967
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801476445
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801476445
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021102000340
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001681987
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001780766
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001790247
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001793366
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001770052
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「総合的な学習」のための学校図書館活用術 楽しくいきいき調べる学習 

（学事出版 2002.8 017.2/10N/） 

 

学校図書館でしらべよう 子どもたちの“知りたい”から“総合的な学習”の支援まで 

（三重県学校図書館協議会 2002.8 017.4/8N/） 

 

６）総合的な学習 AND 事例 

総合的な学習の時間実践事例集 小学校編 

（東洋館出版社 2002.12 375/737N/） 

 

完全学校週 5日制、総合的な学習の時間に対応した生涯学習インストラクターの活動事例 平成 15年度 

（社会通信教育協会 2004.3 371.3/109N/） 

 

７）総合的な学習 AND （その他のキーワード：四角内の言葉）   

※中之島図書館の蔵書は、中央図書館に取寄せて利用可能です。 

 

環境 都市型の総合的な学習 環境を生かし、人間性を育む創造活動 

（東洋館出版社 2001.1 375/608N/） 

 

地理 持続可能な社会と地理教育実践 

     （古今書院 2011.1 375.3/588N/） 

     

国際 国際理解教育の ABC 図と写真で見る総合的な学習 

     （東洋館出版社 2002.8 375/717N/） 

 

支援 特別支援教育の「総合的な学習の時間」 実践撰集 

     （田研出版 2003.8 378/641N/） 

 

ディベート みんなのディベート授業 総合的な学習の時間で話し合って決めるスキルを育てる 

          （日本文教出版 2003.2 375.1/280N/） 

 

８）アクティブ・ラーニング 

  2020年度から実施予定の学習指導要領で、アクティブ・ラーニングの取り入れが検討されています。 

 

  教育フォーラム 56 アクティブ・ラーニングとは何か 

   (金子書房 2015.8 370.5/23N/56) 

 

  本物のアクティブ・ラーニングへの布石 授業を創る・学校を創る 教育方法学のすすめ 

   (黎明書房 2016.1 375.1/574N/) 

 

  アクティブ・ラーニングとしての国際バカロレア 「覚える君」から「考える君」へ （日本標準ブックレット） 

   (日本標準 2016.2 371.5/523N/) 

 

  はじめてのアクティブ・ラーニング社会の?を探検 

   日本の暮らし   (童心社 2016.3 J307/26N/)  

   みんなのまち   (童心社 2016.3 J307/26N/) 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001846384
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10005000346240
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001866051
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000002007089
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000002007089
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001705501
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021001811770
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001836594
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001917668
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001880950
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400236779
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400291923
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400306569
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400327913
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400327911
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   昔と今の日本   (童心社 2016.3 J307/26N/) 

 

▼雑誌記事（論文）の探し方 

中央図書館では、次のような雑誌記事・論文検索データベースをご利用いただけます。 

１．MAGAZINEPLUS ： 一般誌から専門誌、大学紀要、海外誌紙まで収録した日本最大規模の索引データベース。 

２．雑誌記事索引集成データベース ： 明治から現在までの全国誌から地方誌までの雑誌記事索引のデー 

タベース。 

３．ELNET（イーエルネット） ： 全国新聞・雑誌記事紙面データベース。1988年以降を収録。 

４．CiNii ： 学協会誌・大学研究紀要・国立国会図書館の雑誌記事索引データベースなど、学術論文情報を 

収録した論文データベース。PDF ファイルをダウンロードできる論文もあります。 

 

１・２・３は府立図書館が契約しているデータベースです。４は有料部分を除き、ご自宅からでもご利用いただ 

けますので、これを例にして検索方法・結果の見かた・記事（論文）の利用のしかたについて説明します。 

CiNii Articles - 日本の論文をさがす - 国立情報学研究所  http://ci.nii.ac.jp/   

 論文検索タブでキーワード「総合的な学習 連携」と入力し、検索ボタンをクリックすると自動的に AND検索

します。検索結果から、次の 3件を例にご紹介します。    ※「詳細検索」もご利用ください。 

    

   (1) 

 

 

 

 

  (2)  

 

 

 

 

(3)  

 

 

 

 

１．論文名  ２．著者名  ３．掲載雑誌名  ４．掲載巻号  ５．掲載ページ  ６．出版年月（日） 

   ７．CiNii PDF-オープンアクセス CiNii 外部リンク 機関リポジトリ のアイコンの場合は、論文が公開さ

れており、PDF ファイルを印刷できます（府立図書館内のデータベース検索用端末からの場合は有料に

なります）。 CiNii 定額アクセス可能 の場合は、府立図書館が契約しているので館内のデータベース

検索用端末から印刷可能です（有料）。その他、CiNii に個人として年間登録（契約）する・必要な記事だ

けに料金を払う、などのアイコンがあります。 

    

また、（2)『社会教育』、（3）『理科の教育』の「雑誌（冊子）」「巻号」を中央図書館が所蔵しているかどうか、

蔵書検索で確認してください。(2)は所蔵しているので複写可能、(3)は所蔵していないので所蔵館へ訪ね

ていただくか、あるいは所蔵館からコピーを取り寄せることになります。（コピーはすべて有料） 

１．保護者の学習参加を組み込んだ総合的な学習の時間のカリキュラム開発 

２． 外山旬  ３．山形大学大学院教育実践研究科年報 ４．(3)  ５．290-293  ６．2012-02-18    

７．CiNii PDF -オープンアクセス   ※抄録・本文に「・・・学校，保護者，地域の連携が・・・」とあります。 

 

 
１．『スクール・コミュニティ』をみんなで創ろう 新しい学校づくりの方向(9)外部との連携(その 7) 

道徳・特別活動・総合的な学習の時間の関係について 

２．吉田和夫   ３．社会教育  ４．69(2)   ５．64-66  ６．2014-02 

 

 
１．森づくりを通して自然を大切にする心を育てる環境教育 : 理科と総合的な学習の連携を模索 

しながら 

２．竹内慎治  ３．理科の教育   ４．60(1)  ５．9-12  ６．2011-01-15 

 

 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400327917
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://ci.nii.ac.jp/
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感染症とその防御について調べる 

 

■はじめに 

大阪府立中央図書館では、医学・衛生に関する資料を広く収集しており、その一環として感染症に関する資料も 

多く所蔵しています。 

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 

▼用語を知る 

▼参考図書 

▼こんな本はいかがですか？ 

▼雑誌・論文記事を調べる 

▼新聞を調べる 

▼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「感染症」等お探しの語句を入力し検索すると、関連資料をまとめて一覧 

することができます。 

例） 

 

 

 

▼用語を知る 

調べたいテーマ・病名等について、現状や言葉の意味を大まかに把握したい場合、以下のような資料が 

便利です。 

※タイトル関連情報は （出版者 所蔵分出版年月 請求記号） です。 

南山堂医学大辞典 第 20版 

（南山堂 2015.4 490.3/43N/） 

現代用語の基礎知識 （年刊） 

（自由国民社 1949- 031/6N/） 

毎年発行され、最新動向を踏まえた情報、新たに話題となった用語の確認に有益。 

 

▼参考図書（統計・法令集・白書等） 

・統計は、過去や現在の状況を客観的に数値で表したもので、地域別や年代別の比較等に優れています。 

バックナンバーも書庫に所蔵しています。 

  患者調査 （平成 2年から 3年に１回刊） 

（厚生労働統計協会 1962-  490.5/1N/）過去分欠号あり 

 図表でみる世界の保健医療 (隔年刊) 

 （明石書店 2005- 498/761N/） 

 

 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400178462
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・感染症関連の法令集を調べることによって、法令・告示・条約等を横断的に把握することが可能です。 

感染症法令通知集 平成 25年版 

（中央法規出版 2013.9 498.6/416N/） 

詳解感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 4訂版 

（中央法規出版 2016.5 498.6/230N/） 

逐条解説新型インフルエンザ等対策特別措置法 

（中央法規出版 2013.12 498.6/586N/） 

逐条解説予防接種法 

     （中央法規出版 2013.10 498.6/580N/）  

・白書は、国や自治体等が特定分野の現状分析や施策についてわかりやすくまとめたものです。 

その他感染症に関する参考図書を当館は複数所蔵しています。 

厚生労働白書 （年刊） 

（日経印刷 1956- 498.1/17N/） 

感染症発生動向調査事業報告書 （年刊） 

（大阪府感染症発生動向審議会 2004-  498.6/350N/） 

 

▼こんな本はいかがですか？ 

●全般 

感染症事典 

（オーム社 2012.1 493.8/255N/） 

JAID/JSC感染症治療ガイド 2014  

（日本感染症学会 2014.12 493.8/295N/） 

感染症マニュアル 第 1・2分冊 全面改訂第 4版  

（スパイラル出版 2005 493.8/177N/） 

感染症から知るウイルス・細菌 1-3 

（学研教育出版 2011.2 J493/82N/） 

 

●対策・防御 

予防に役立つ感染症の事典 目に見えない世界をのぞいてみよう 

（PHP研究所 2008.3 J493/66N/） 

感染症予防必携 

 （日本公衆衛生協会 2015.6 498.6/619N/） 

予防接種の手びき  第 14版 

（近代出版 2014.8 493.8/12N/） 

 

●感染症； インフルエンザ 

検証：新型インフルエンザ 2009 そのとき学校は、地域社会は、行政はどう対応したか 

（成文堂 2012.3 498.6/547N/） 

重症新型インフルエンザ診断と治療の手引き 

（メディカル・サイエンス・インターナショナル 2013.3 493.8/267N/） 

感染爆発（パンデミック）にそなえる 新型インフルエンザと新型コロナ 

（岩波書店 2013.11 498.6/583N/） 

医療機関における新型インフルエンザ等対策ミニマム・エッセンシャルズ 

（南山堂 2014.8 498.6/597N/） 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302239552
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400345893
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400345893
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10019100000989
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302257274
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302257274
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021101980697
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400141941
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400141941
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10005000845604
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021001825873
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701338497
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400232913
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400232913
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400088947
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400088947
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021202013867
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302174466
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302279803
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400085442
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●感染症：結核 

結核の統計 （年刊） 

（結核予防会 1981- 493.8/4N/）欠号あり 

結核診療ガイドライン 

（南江堂 2015.3 493.8/235N/） 

 

●感染症； エボラ出血熱、デング熱 など 

エボラの正体 死のウイルスの謎を追う 

（日経 BP社 2015.1 493.8/294N/） 

エボラ出血熱とエマージングウイルス （岩波科学ライブラリー : 235） 

（岩波書店 2015.2 493.8/297N/） 

ウイルスと感染症 

（ニュートンプレス 2015.2 493.85/298N/） 

 

●感染症； エイズ 

エイズ事典 

（明石書店 2007.6 493.1/860N/） 

知っていますか?AIDS と人権一問一答  第３版 

（解放出版社 2005.12 498.6/99N/） 

長期療養時代の HIV感染症/AIDSマニュアル 

（日本医事新報社 2014.8 493.19/1281N/） 

 

●感染症の歴史 

図説病の文化史 虚妄の怖れを糾す （図説シリーズ） 

（柘植書房新社 2006.12 498.6/395N/） 

感染地図 歴史を変えた未知の病原体 

（河出書房新社 2007.12 498.6/420N/） 

天然痘根絶史 近代医学勃興期の人びと 

（思文閣出版 2002 493.8/133N/） 

黒死病 疫病の社会史 

（青土社 2002.9 230.4/106N/） 

疫病の時代 

（大修館書店 1999.2 493.8/77N/） 

コレラの世界史 

（晶文社 1994.4 230.6/14N/） 

流行性感冒 「スペイン風邪」大流行の記録 （東洋文庫） 

（平凡社 2008.9 L7/778N/） 

史上最悪のインフルエンザ 忘れられたパンデミック 

（みすず書房 2004.1 493.8/150N/） 

 

▼雑誌・論文記事を調べる 

・速報的な情報や論文等、図書として出版されていないものを雑誌で閲覧できる場合があります。 

・当館では以下の雑誌記事・論文検索データベースを用意しております。是非ご活用ください。 

医中誌 Web： 国内の医学関連文献情報のデータベース 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400178877
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400147579
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400147579
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400160174
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400160174
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400156929
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400156929
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701218954
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020500870116
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400093457
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601109177
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701305548
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001854434
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001849738
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001545811
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000000051136
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801439771
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10000001949351
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J DreamⅢ ： 日本最大級の科学技術文献情報のデータベース 

CiNii ： 学術論文情報に強みをもつデータベース 

MAGAZINEPLUS ： 国内最大の雑誌・論文情報を収録 

Web ＯＹＡ-bunko： 一般誌・大衆紙の記事情報を多く含むデータベース 

雑誌記事索引集成データベース（皓星社）：明治から現在までの雑誌記事索引 

日経 BP記事検索サービス：日経 BP社発行の雑誌記事が検索可能 

ELNET ： 全国新聞・雑誌記事紙面データベース 1988年以降を収録 

・以下のような医学関連の雑誌も当館でご利用いただけます。（貸出できませんが、著作権法の範囲内で複

写していただけます） 

日本医事新報（日本医事新報社 週刊 P49/62N/） 

日本医師会雑誌（日本医師会 月刊 P49/61N/） 

医薬ジャーナル（医薬ジャーナル社 月刊 P49/59N/）  等 

 

▼新聞を調べる 

・過去の出来事・ニュースを確認する際に便利です。当館では大手 5紙について、古いものでは明治期の 

ものから閲覧可能です。 

・また以下のような新聞記事検索データベースを当館内でご利用いただけます。 

聞蔵Ⅱビジュアル ： 朝日新聞データベース 

日経テレコン 21 ： 日経新聞データベース 

ヨミダス歴史館 ： 読売新聞データベース 

毎索 ： 毎日新聞データベース 

The Sankei Archives ： 産経新聞データベース 

ELNET ： 全国新聞・雑誌記事紙面データベース 

 

▼インターネットで調べる 

・大阪府感染症対策情報（健康医療部 保健医療室医療対策課 感染症グループ） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/index.html 

府内の感染症発生状況・発生届等の情報を提供。 

･感染症情報（厚生労働省） 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou.html 

主な感染症の発生動向、対策、届出基準・制度等を掲載。 

・感染症疫学センターホームページ（国立感染症研究所） 

http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html 

感染症に関する統計、最新情報、リンクについて発信。 

・感染症関連情報（日本医師会） 

http://www.med.or.jp/jma/kansen/ 

感染症に関するトピックや、各地医師会情報を提供。 

・日本感染症学会ホームページ（日本感染症学会） 

http://www.kansensho.or.jp/ 

学会案内、総会・学術集会を紹介。電子ジャーナルも掲載。 

 

 

 

 

 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000001008767
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000001008415
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000000961666
http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/index.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou.html
http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html
http://www.med.or.jp/jma/kansen/
http://www.kansensho.or.jp/
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地震・津波・防災について調べる 

 

■はじめに 

2011 年 3 月 11 日に発生した「東北地方太平洋沖地震」による被害は甚大なものでした。また、2016 年 4

月 14日・16日に発生した「熊本地震」の大きな被害も、記憶に新しいところです。 

地震・津波・防災についての府立中央図書館の資料の探した方や、中央図書館での調べ方をご紹介しま

す。 

 

■図書を調べる 

▼蔵書検索で探す 

▼テーマの本棚で探す 

▼こんな本はいかがですか？ 

■雑誌の論文・記事を調べる 

■新聞記事を調べる 

■関連リンク 

 

 

■図書を調べる 

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

  探したい本を検索する前に、まず、キーワードとなる言葉をいくつか考えましょう。例えば、 

地震 津波 防災 など 

これらのキーワードを蔵書検索画面で、「書名」や「件名」（テーマ）、あるいは「全項目」に入力して検索して

みてください。そのキーワードが「書名」に含まれていなくても、「件名」で補完されていたり、「全項目」では「内

容注記（内容紹介）」のデータも含めて蔵書を探してくるからです。 

注意！ なお、雑誌の論文・記事、新聞の記事は、この蔵書検索では探せません。後述の「雑誌の論文・記

事を調べる」「新聞の記事を調べる」をご覧ください。 

▼テーマの本棚で探す 

テーマに関する本を集めている 3階の本棚へ行って、実際に図書を手にとって探す方法もあります。 

防災・防災行政「317.79」（書架番号 06） 

災害・災害救助「369.3」（書架番号 16） 

津波（海洋学）「452.5」、地震津波（地質学）「453.4」（書架番号 28） 

防災・防災工学「519.9」（書架番号 36） 

などに関連テーマの本を並べています。 

開架には、新しい図書を中心に並べています。それ以前の図書は書庫にありますので、蔵書検索をご利用

のうえ、「資料情報票（書庫出納票）」をカウンター職員に渡してください。 

▼こんな本はいかがですか？  ※(   )内は、出版者 出版年月 請求記号です。 

●参考図書 

  防災白書 （年刊）   (日経印刷 1971- 369.3/3N/) 

世界と日本の激甚災害事典 住民から見た 100事例と東日本大震災（丸善 2015.7 369.3/516N/） 

災害情報学事典(朝倉書店 2016.3 369.3/538N/) 

●過去の津波・地震について 

哀史三陸大津波  

(青磁社 1990.11 453.4/1N/) 

 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400226888
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400316382
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000000009193
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000000009193
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都市直下地震 熊本地震から兵庫県南部地震まで 

   (古今書院 1998.8 453.2/80N/) 

安政南海地震津波の教訓 大地震両川口津浪記 

([長尾武] 2008.9 369.31/613N/) 

津波てんでんこ 近代日本の津波史 

(新日本出版社 2008.1 453.4/83N/） 

水都大坂を襲った津波 石碑は次の南海地震津波を警告している 2012年改訂版 

（長尾武 2012.4 369.31/550N /） 

小千谷から 新潟県中越大震災から 2年半被災地で暮らす主婦の記録 

(アスペクト 2007.7 369.31/573N/) 

超巨大地震がやってきた スマトラ沖地震津波に学べ 

(時事通信出版局 2006.11 369.31/552N/） 

震災を生きぬく 阪神・淡路大震災から 20年 

(世界思想社 2016.3 369.31/1328N/) 

●ふだんから備える 

地震住まい生活 阪神・淡路大震災の教訓 

(彰国社 2008.6 369.31/601N/） 

 震災から身を守る 52の方法 大地震・火災・津波に備える  

   (アスコム 2011.4 369.31/678N/) 

  南海トラフ巨大地震に備える  

   (アトラス出版 2012.9 369.31/1010N/) 

  津波避難学 命が助かる行動の原則と地域ですすめる防災対策 

    (すぴか書房 2016.3 369.31/1329N/) 

●児童向けの本では 

ぼくらの津波てんでんこ  

  (フレーベル館 2012.11 J374/23N/) 

家族で学ぶ地震防災はじめの一歩 

(東京堂出版 2014.2 J369/216N/) 

みんなの防災事典 災害へのそなえから避難生活まで （楽しい調べ学習シリーズ） 

(PHP研究所 2015.6 J369/235N/） 

■雑誌の論文・記事を調べる 

津波・地震・防災に関する雑誌記事を調べるには、関連分野の雑誌を見る方法と、雑誌記事データベース

でどのような記事があるか検索をする方法があります。 

雑誌記事データベースで検索した記事の本文を見たい場合は、掲載雑誌が中央図書館で所蔵されている

かどうか、蔵書検索で検索します。中央図書館で所蔵していない場合は、所蔵している他の図書館へ記事

の複写の取寄せ依頼をすることも可能です（有料）。 

●おもな関連分野の雑誌 

地震. 2輯   (日本地震学会 月刊 P45/13N/） 

地學雜誌    (東京地学協会 隔月刊 P45/15N/） 

地質学雑誌   (日本地質学会 月刊 P45/20N/) 

【中央図書館で利用できるおもな雑誌記事データベース】 

各データベースの詳細（検索可能年や収録データ）については、「ご利用いただけるおもなデータベース 

雑誌記事」をご参照ください。  

 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10000001512622
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801458132
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701324923
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021202042620
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701215422
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601089463
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400329925
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801393777
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021101871436
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021202093419
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400324297
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021202119904
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400013268
https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021400202724
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000001038772
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000001040922
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000000997937
http://www.library.pref.osaka.jp/central/database.html
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データベース名 提供機関 備考 

MAGAZINEPLUS（マガジンプ

ラス） 

日外アソシエーツ 国内最大の雑誌・論文情報を収録 

CiNii（サイニイ） 国立情報学研究所 記事検索および無料一般公開の記事について

は、無料で利用可能 

医中誌 Web 医学中央雑誌刊行

会 

国内の医学関連文献情報のデータベース 

J DreamⅢ ジー・サーチ 日本最大級の科学技術文献情報のデータベー

ス 

雑誌記事索引集成データベ

ース 

皓星社 明治から現在まで、全国誌から地方誌までの雑

誌記事索引 

ＥＬＮＥＴ（イーエルネット） エレクトロニックライ

ブラリー 

全国新聞・雑誌記事紙面データベース １９８８

年以降を収録 

 

検索例 

ご自宅からでもご利用いただける CiNii を例にして、検索方法・結果の見かた・記事（論文）の利用の仕方

を御紹介します。 

フリーワード「地震 津波 防災」と入力すると自動的に AND検索し、900件以上ヒットします（2016.7現在）。

そのうちの 1件を例に、検索結果の見方を説明します。 

１．地震・津波避難に対する児童の意識の分析と学習内容の検討 : 質問紙調査への小学 6 年生の回答を

もとに 

２．三田幸司  

３．広島大学附属三原学校園研究紀要   ４．6   ５．111-116  ６．2016-03-28  

７．機関リポジトリ  

 上記の各番号の項目には、以下の事項が書かれています。 

 １．記事名  ２．記事の著者名  ３．掲載雑誌名  ４．掲載巻号  ５．掲載ページ  ６．掲載年月日 

 この雑誌記事を読みたい場合は、掲載雑誌である『広島大学附属三原学校園研究紀要』 6号 2016年 3月

発行が、中央図書館に所蔵されているかどうか、蔵書検索で確認してください。 

※この雑誌（巻号）は、中央図書館では所蔵していません。 

 ７．機関リポジトリ CiNii PDF-オープンアクセス CiNii 外部リンク のアイコンの場合は、論文が公開されて

おり、PDFファイルを印刷できます（府立図書館内のデータベース検索用端末からの場合は有料になりま

す）。    

  CiNii 定額アクセス可能 の場合は、府立図書館が契約しているので館内のデータベース検索用端末から

印刷可能です（有料）。その他、CiNiiに個人として年間登録（契約）する・必要な記事だけに料金を払う、など

のアイコンがあります。 

   また、所蔵していない雑誌（巻号）は、所蔵館へ訪ねていただくか、あるいは所蔵館からコピーを取り寄せ

る（有料）ことになります。 

■新聞記事を調べる 

テーマに関連する新しい情報を調べるには、新聞記事を調べる方法があります。 

中央図書館には、主な新聞を保存していますので、過去の新聞記事を読むことができます。過去の新聞

記事の掲載日や内容を調べるには、新聞記事データベースの検索が役に立ちます。 

 

http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#shizen
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#shizen
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
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【中央図書館で利用できるおもな新聞記事データベース】 

各データベースの詳細（検索可能年や収録データ）については、「ご利用いただけるおもなデータベース 

新聞記事」をご参照ください。  

データベース名 検索できる新聞 備考 

聞蔵（きくぞう）Ⅱビジュアル 朝日新聞 『AERA』『週刊朝日』の記事検索も可能 

ヨミダス歴史館 読売新聞 地域版も検索可能 

日経テレコン 21 日本経済新聞など 日経 4紙の記事、企業・人事検索も可能 

毎索 毎日新聞 『エコノミスト』「世論調査」も検索可能 

The Sankei Archives 産経新聞 東京都内版、大阪府下版も検索可能 

ＥＬＮＥＴ（イーエルネット）  全国新聞・雑誌記事紙面データベース 1988

年以降を収録 

■関連リンク 

・みんなで防災のページ (内閣府） 

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/minna/index.html 

防災の取り組みを考えるために役立つ情報などを提供 

・防災危機管理 eカレッジ （総務省消防庁） 

http://www.e-college.fdma.go.jp/ 

防災や危機管理について映像と音声で学ぶことができる。入門コース・一般コース・専門コース」がある。 

・災害・防災情報 （国土交通省） 

http://www.mlit.go.jp/saigai/ 

「災害への事前の備え」「大規模自然災害への支援体制」など。全国のハザードマップもあり。 

・地震本部 (政府自身調査研究推進本部) 

http://www.jishin.go.jp/ 

「都道府県ごとの地震活動」、子どもが地震について学べる「キッズページ」などを提供 

・防災情報 (気象庁） 

http://www.jma.go.jp/jp/quake/ 

各地の震度に関する情報などを提供 

・震災情報 東日本大震災 

http://info.shinsai.yahoo.co.jp/ 

東日本大震災に関するリンク集（Yahoo!） 

  ・熊本地震災害支援 

     http://kumamotojishin.yahoo.co.jp/ 

     これから参加できる熊本ボランティア情報まとめ(Yahoo) 

・東日本大震災に関する情報(大阪府立図書館) 

http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/tohoku-jishin2011.html 

・大阪府立中央図書館 で実施した展示資料 

「自然災害と対策 ～ 近畿の自然災害史」（平成 17年 9月 1日～9月 18日） 

「防災」（平成 22年 1月 19日～1月 31日） 

「東日本大震災発生から 1年」 （平成 24年 2月 10日～4月 11日）  

 

http://www.library.pref.osaka.jp/central/database.html
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#asahi
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#yomiuri
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#nikkei
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#mainichi
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#sankei
http://www.bousai.go.jp/minna/
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/minna/index.html
http://www.e-college.fdma.go.jp/
http://www.mlit.go.jp/saigai/
http://www.jma.go.jp/jp/quake/
http://info.shinsai.yahoo.co.jp/
http://kumamotojishin.yahoo.co.jp/
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/tohoku-jishin2011.html
http://www.library.pref.osaka.jp/central/saigaishi.html
http://www.library.pref.osaka.jp/central/bousai.html
http://www.library.pref.osaka.jp/central/oneyearafter.html
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こどもの資料で調べる 
 

■はじめに 

大阪府立中央図書館にはこども資料室があり、児童資料を置いています。 

ここでは、府立中央図書館で所蔵しているこども資料室の資料やその調べ方をご紹介します。 

府立中之島図書館には大阪関係の児童資料が一部ありますが、一般的な児童資料は所蔵していません。 

 

■目次 

▼蔵書検索 

▼書架で探す 

▼参考図書 

▼テーマ別の資料 

●人物 

●日本の歴史・地理・くらし 

●世界の文化・くらし 

●産業 

●環境 

●科学 

●文化・スポーツ 

 

 

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

本を検索するときは、「利用対象」を「児童」、「検索対象図書館」を「中央」にチェックを入れて検索していただくと、

中央図書館の児童資料のみの検索ができます。    

利用対象 一般 児童 

検索対象図書館 中央 中之島 

 

▼書架で探す 

こども資料室には、それぞれの書架に棚番号がふられています。 

OPACで検索すると、所在の部分に棚番号が表示されます。 

 

例） 調べもの     １５ 

     戦争      １ 

     おおさか                           ２ 

ノンフィクション・伝記・国語・生き方（宗教） １０ 

歴史・戦争・地理    １１ 

社会・世界の文化・年中行事   １２ 

工業・産業・環境    １４ 

算数・コンピュータ・理科の実験  １６ 

宇宙・天体・地学・恐竜   １７ 

植物・園芸・昆虫・鳥・魚   １８ 
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動物・哺乳類・人間（健康・性教育）  １９ 

料理・手芸・美術・工作   ２０ 

音楽・演劇・スポーツ・あそび   ２１ 

バリアフリー          ３４ 

 知識絵本     ２２ 

 

▼参考図書 

新・どの本で調べるか 2006年版 調べたい本がかならず探せる 

（リブリオ出版 2006.5 J028/4N/） 

冊子版は 2005年に刊行された資料についての解題。それ以前の資料については、付属CD-ROMで検索できる。

（一般向け） 

調べ学習の基礎の基礎 だれでもできる赤木かん子の魔法の図書館学 改訂版 

（ポプラ社 2011.2 J375/91N/） 

総ルビ。イラストが多く楽しく読める。目次や索引の機能、図書館の使い方などわかりやすく説明している。著作権

や引用、要約の仕方など実際のレポートを書くための技術も載っている。（中学年から） 

辞典・資料がよくわかる事典  読んでおもしろい 

（PHP研究所 2007.10 J015/2N/） 

総ルビ。国語辞典、漢字辞典などの引き方、辞典の選び方・使い方のコツや、辞典の歴史などイラストを多く用い

てわかりやすく解説している。辞典・資料のおもしろクイズも載っている。（中学年から） 

総合百科事典ポプラディア 新訂版 全 12 巻 

（ポプラ社 2011.2 J031/99N/1） 

項目数は 24500。カラー図版。12巻索引、別冊付録:新訂総合百科事典ポプラディアのつかいかた。（中学年から） 

kidsジャポニカ 小学百科大事典 新版  

（小学館 2013.12 J031/166N/） 

総ルビ。カラー写真。索引なし。世界の国旗、世界全図あり。各県の人口・面積など基本データあり。（中学年か

ら） 

朝日ジュニア学習年鑑 （年刊） 

（朝日新聞出版 2009- J059/6N/） 

総合年鑑。本編の写真はモノクロ。戦後史年表、国旗、世界地図、索引あり。時事ニュース解説、前年のできごと、

各県の概要。産業統計、世界の国の概要などの項目あり。2000-2004 年は『朝日学習年鑑』、2005-2008 年は『朝

日ジュニア百科年鑑』として刊行。2009 年から同タイトルになる。（高学年から） 

日本のすがた 表とグラフでみる社会科資料集 （年刊）  

（矢野恒太記念会 1973- J351/1N/） 

「日本をもっと知るための社会科資料集」。部分ルビ。元データは『日本国勢図会』。人口、経済、産業、貿易、交

通などについて、グラフや表で説明している。1990 年からこども資料室で所蔵。2001 年までは国勢社刊行。 

（高学年から） 

現代用語の基礎知識 学習版 大人はもちろん子どもにも （年刊） 

（自由国民社 1999- J031/82N/） 

部分ルビ。巻頭特集としてニュースな人名、トレンド・チェックなどの項目がある。また、国際情勢、政治/経済、情

報/社会、環境/科学、文化/スポーツの５大項目は、小テーマの解説と基礎語の説明で構成されている。索引あり。

（高学年から） 

 

 

 

 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020601003773
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021001826265
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701272015
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021001815288
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302275569
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▼テーマ別の資料 

調べ学習の資料はいろいろありますが、各テーマごとに主な資料を紹介します。 

調べもののコーナーがありますが、各分類ごとの棚にも調べ学習に使える資料はたくさんありますので、そちらも

併せてご覧ください。 

一般資料と違い、大半が貸出可能です。そのため、貸出中で確認できない資料も一部あります。 

●人物 

人物を調べる事典 どの人物をどうやって調べるか 

（リブリオ出版 1990.6 J280/9N/） 

歴史上の人物、作家、画家、作曲家など 500 人の人物紹介と本のリストが載っている。文献内の掲載ページも載

っていて、調べるのに便利。学校図書館・公共図書館にある本を対象としており、専門書は除外されている。（高

学年から） 

世界を動かした世界史有名人物事典 1000年-冒険家・発明家からアーティストまで 

（PHP研究所 2005.1 J280/44N/） 

総ルビ。活字は小さい。「科学者」「変革者」など 10 の項目に分類し、年代順に著名人を紹介している。図版が多く、

興味のある分野を眺めるだけでも楽しめる。索引あり。（高学年から） 

日本をつくった日本史有名人物事典 1175人-さまざまなジャンルのヒーローたち 

（PHP研究所 2008.3 09/58/281） 

総ルビ。活字は小さい。世界史と同じ構成で、「タレント・演出家」「作家・文学者」など 11 項目からなる。索引が詳

細。図版が多い。（高学年から） 

ノーベル賞がわかる事典 世界を変えた偉業の数々 

（PHP研究所 2009.9 J377/5N/） 

総ルビ。受賞の条件や選考方法、日本人の受賞者の研究テーマの紹介、著名な世界の受賞者の紹介など。 

図版が多く、情報量は少ない。（中学年から） 

●日本の歴史・地理・くらし 

日本の歴史 ビジュアル （ニューワイドずかん百科） 

（学研 2006.9 J210/303N/） 

総ルビ。写真・図版が豊富。旧石器時代から平成までを時代ごとに説明。巻末に人物事典、索引、年表あり。（低

学年から） 

日本なんでも年表 すぐに使える 

（岩崎書店 2005.4 09/52/210） 

政治、暮らしと産業、科学、宗教・芸術・スポーツ、人物の５大項目と、「米」「宇宙開発」「仏教」「オリンピック」など

181 の小テーマからなる。各テーマを年表形式で説明しているため、歴史や変遷を見るのによい。（高学年から） 

絵本日本女性史 １ 原始・古代・中世 

（大月書店 2010.1 J367/149N/1） 

全４巻。歴史のなかの女性を生きいきと描きだす日本史。「４ 学習の手引き」は全巻の索引、参考文献を収録。

（高学年から） 

昔のくらし （ポプラディア情報館） 

（ポプラ社 2005.3 J382/24N/） 

明治時代以降の人々のくらしを紹介。１冊で、住まい、食生活、衣服、子どもの生活、乗り物について調べることが

できる。（中学年から） 
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町とくらしのうつりかわり 1 みんなの学校、昔と今 

（小峰書店 1992.4 J210/104N/1） 

これ以外に「すまいとくらしの道具」「祭りと行事」「町と工場」など全 10 巻。写真とイラストで昔と今の変化を紹介。

巻末の Q＆A は、こどもの素朴な疑問に答える形で構成されている。（中学年から） 

くらべてみよう!昭和のくらし 1 家族 

（学研 2009.2 J210/333Ｎ/1） 

豊富な写真と普及率などのグラフで視覚に訴える構成。体験談のコーナーや、各巻ごとのテーマに応じた年表も

掲載。全 5 巻。（中学年から） 

昔のくらしの道具事典 

（岩崎書店 2014.9 J383/46N/） 

 明治、大正、昭和の時代に使用されていたくらしの道具を紹介。目次には、道具の写真も載っているので名前がわ

からなくても形から調べることができる。巻末のさくいんでは、名称から調べることができる。（高学年から） 

統計・資料で見る日本地図の本 １ 日本全土 

（岩崎書店 2008.4 08/103/291） 

１巻日本全土、２-８巻各地方。文化財、伝統的工芸品、郷土料理、農林水産・工業についての統計やグラフを地

図上で示しているので、わかりやすい。鉄道路線や道路網地図、市町村合併も載っている。博物館・資料館の一覧

もあり。（高学年から） 

都道府県別日本地理 [1] 北海道・東北地方 （ポプラディア情報館） 

（ポプラ社 2010.3 J291/202N/1） 

「北海道・東北地方」「関東地方」「中部地方」「近畿地方」「中国・四国地方」「九州地方」の全６巻。各県の「自然」

「歴史」「産業」「祭りと行事」などを、豊富なカラー写真とグラフでわかりやすく紹介している。博物館案内も掲載。

（高学年から） 

未来へ伝えたい日本の伝統料理 [1] 春の料理 

（小峰書店 2010.4 J383/96N/1） 

日本各地に伝わる郷土料理を、実際に地元の人たちが作った料理の写真で紹介し、調理方法やその料理が生ま

れた歴史なども解説する。「春の料理」「夏の料理」「秋の料理」「冬の料理」「四季を通じた料理」「日本の食を考え

る」の６巻からなる。「日本の食を考える」には全巻索引あり。 

記号とマーク・クイズ図鑑 

（監修 あかね書房 2014.1 J801/22N/） 

 分野別に代表的な記号を紹介している。クイズ形式になっているので、楽しく学習できる。巻末に五十音順索引あ

り。（中学年から） 

 

●世界の文化・くらし 

国際理解を深める世界の国歌・国旗大事典 

（くもん出版 2011.6 J767/84N/） 

国連加盟国と日本が承認している世界の国ぐにの中から、子どもたちに身近な 60 カ国の国歌・国旗を取り上げ、

現国語での歌詞、和訳、楽譜も掲載。付録ＣＤ付き。 

目で見る世界の国々 別巻 資料・総索引編 

（国土社 1991.4-2007.4 J290/13N/） 

全 70 冊。部分ルビあり。各巻にも索引あり。巻によっては刊行年が古いものもので注意が必要。（中学年から） 

キッズペディア世界遺産 

（小学館 2015.11 15/558/709） 

部分ルビ。世界遺産の説明や各国、地域の世界遺産の紹介が載っている。写真やイラストが豊富で、わかりやす

い。（高学年から） 
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世界のともだち  01 ルーマニア 

（偕成社 2013.12 J384/45N/1） 

総ルビ、オールカラー。世界 36か国の子どもたちの暮らしを通してその国の生活を紹介する。1巻毎、国が変わる。

（中学年から） 

写真から学ぼう国際理解世界の家 [1] 島の家 

（ほるぷ出版 2007.7-9 J383/61N/1） 

総ルビ。全６巻。情報量は多くないが、写真が大きく見やすい。「山地の家」「水辺の家」などの巻がある。（低学年

から） 

フランスのごはん 絵本世界の食事  

（農山漁村文化協会 2006.12 J383/63N/） 

総ルビ。全 20 巻。市場の様子や、地方料理等が図解されていてわかりやすい。レシピも少し載っている。（中学年

から） 

世界ふくそうの歴史 1 服のはじまり 

（リブリオ出版 2001.3 J383/35N/1） 

部分ルビ。全５巻。衣装の図版が豊富。索引が詳細。巻末に年表あり。（中学年から） 

世界の地理 １ 国別大図解 アジアの国々１  

（学研教育出版 2010.2 J290/92N/1） 

全８巻。地域別・国別に、自然や産業、宗教、料理から、子どもたちの生活まで、豊富な地図・写真・グラフでビジュ

アルに分かりやすく解説。７巻、８巻はテーマ別ビジュアル資料集。８巻に総索引あり。（高学年から） 

 

●産業 

グラフで調べる日本の産業 1 国土と人口 

（小峰書店 2008.3 J602/25N/1） 

全８巻。部分ルビ。各種統計が円グラフや棒グラフで示されるのでわかりやすい。他には「米・野菜・くだもの」「貿

易・運輸」などの巻がある。（高学年から） 

日本の米づくり 1 お米って、なんだろう? 

（岩崎書店 2015.3 J616/66N/1） 

発芽のしくみや、稲の花、穂のつくりなどについて、鮮明な写真とくわしい説明があり、米について多面的に知るこ

とができます。４巻では、お米の最新の研究と、世界の米作りが紹介されています。全４巻。 

調べる!47都道府県 生産と消費で見る日本 2013年改訂版 

（同友館 2013.6 J602/29N/） 

「１.調べてみよう 47 都道府県」で各都道府県の生産と消費のようす、「２.くらべてみよう 47 都道府県」で身近な食

料品 56 品目の全国的に見た生産と消費の数値などを、グラフや表とともに解説。（高学年から） 

 

●環境 

子どものための環境用語事典 

（汐文社 2009.4 J519/172N/） 

部分ルビ。50 音順配列。「地球温暖化」「公害」など、17 項目の分野別目次もある。索引あり。（中学年から） 

ごみとリサイクル （ポプラディア情報館） 

（ポプラ社 2006.3 09/76/518） 

部分ルビ。写真やグラフを用いてわかりやすく説明されている。ごみ処理場の問題、自治体にみる分別の歴史等

の項目もある。（中学年から） 
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こども環境白書 （年刊） 

（[環境省総合環境政策局環境計画課(印刷)]  2001- J519/147N） 

部分ルビ。環境省が毎年作成する「環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」をもとに分かりやすくまとめられ

ている。（中学年から） 

未来をつくるこれからのエコ企業 １ 再資源化率 97%のリサイクル工場 

（汐文社 2013.10 J519/200N/1） 

部分ルビ。人と社会にやさしいものづくりをしているエコ企業を紹介。商品のエコなポイントが写真と説明で分かり

やすく書かれている。社長や社員が、ものづくりの込める思いや読者へのメッセージを語る。全４巻。 

 

●科学 

目でみる単位の図鑑 

（東京書籍 2014.8 J420/24N/） 

総ルビ。単位について写真やイラストでわかりやすく紹介している。たとえば 1kgの説明にはリンゴや 1円玉などさ

まざまなものの 1kg分を実物大で表示している。（中学年から） 

めざせ!フィールド観察の達人 

（偕成社 2003.7 J407/185N/） 

部分ルビ。田んぼ・雑木林・公園等、身の回りのいろいろな場所で生き物や植物を観察する方法が載っている。写

真が豊富で図鑑としても使える。（低学年から） 

科学の実験 （ジュニア学研の図鑑） 

（学研 2009.3 J407/245N/） 

総ルビ。力の実験、磁石の実験など身近な道具でできる実験が載っている。写真が豊富。（低学年から） 

理科実験に役立つ道具のつかい方事典 

（岩崎書店 2001.4 J407/151N/） 

部分ルビ。観察、測定、実験に分けて、それぞれで使う道具の使い方を説明している。工作や実験の仕方なども

載っている。（中学年から） 

理科の実験・観察 物質とエネルギー編 （ポプラディア情報館） 

（ポプラ社 2007.3 J407/232N/） 

部分ルビ。写真が豊富。実験を通して、物質の性質や変化がわかる。「生物・地球・天体編」もあり。（中学年から） 

学校のまわりでさがせる生きもの図鑑 水の生きもの ハンディ版 

（金の星社 2010.2-3 J480/301N/） 

総ルビ。全４巻。昆虫１・昆虫２、動物・鳥編がある。野外観察に役立つ、22センチ、ハードカバーの図鑑。カラー写

真と生息地、大きさと、簡単な説明がついている。（中学年から） 

 

※「昆虫」「植物」「星座」など各テーマごとの図鑑は、『学研の図鑑』『小学館の図鑑 NEO』『ポプラデイア情報館』など、

多くのシリーズがあります。 

 

●文化・スポーツ 

伝統工芸 （ポプラディア情報館） 

（ポプラ社  2006.3 J750/250N/） 

部分ルビ。県別の伝統工芸の紹介、伝統工芸の基礎知識など。写真が豊富。（高学年から） 

伝統芸能 （ポプラディア情報館） 

（ポプラ社 2007.3 J772/7N/） 

部分ルビ。歌舞伎、能、狂言、文楽、雅楽、邦楽、落語等の紹介。沖縄の伝統芸能や伝統芸能の歴史もある。写

真が豊富。（高学年から） 
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狂言の大研究 “笑い”の古典芸能  

（PHP研究所 2009.2 J773/4N/） 

総ルビ。舞台や装束などの説明や鑑賞するためのポイント、歴史や名曲の紹介、狂言師についてなどイラストや

写真も豊富に紹介している。（中学年から） 

大研究歌舞伎と文楽の図鑑 

(国土社 2016.3 J774/9N/) 

   総ルビ。歌舞伎と文楽について、写真やイラストを用いて説明している。有名な演目の見どころ演じ手や舞台の裏

側についてもよく分かる。(中学年から) 

スポーツ年鑑 （年刊） 

（ポプラ社 2009- J780/54N/） 

部分ルビ。写真が豊富、文字が小さめ。時系列でスポーツ界の主な出来事が紹介され、説明文と記録も各種載っ

ている。索引もかなり詳細。（高学年から） 

学校スポーツ （スポーツなんでも事典） 

（ほるぷ出版 2010.1 J780/55N/） 

学校スポーツの歴史から、各スポーツのルール、世界の学校スポーツ事情まで、学校スポーツに関わるさまざま

な事柄を、テーマごとにまとめて解説。この巻以外にも、サッカー、ゴルフ、陸上競技など各種目別に全 16 巻で解

説している。（高学年から） 

写真で見るオリンピック大百科 1 オリンピックってなに? 

（ポプラ社 2013.4 J780/75N/1） 

部分ルビ。全 5巻。1巻は、オリンピックの歴史、夏季と冬季オリンピックの競技種目の紹介。2～5巻は 1896年の

第 1回アテネ大会から 2012年の第 30回ロンドン大会までの、開催期間、参加国数、参加選手数、日本の参加選

手数、実施競技数、実施種目数などの基本データの他、日本のメダル獲得数や各大会のトピックも掲載。写真も

豊富。（中学年から） 
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