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明治33年（1900）2月

明治37年（1904）3月
大正11年(1922） 10月

第１５代住友吉左衛門氏より、大阪府に対し、図書館の
建物一式並びに図書購入基金寄附の申出
「大阪図書館」開館
住友家の寄附により、左右両翼の建物を増築

本館および左右両翼の3棟は、国の重要文化財に指定されています。

沿革
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ビジネスの中心地・大阪中之島に立地する特性を踏まえ、開館百周年（2004）を
機に開始したビジネス支援サービスは、営業に、キャリアアップに、市場調査に、
あらゆるビジネスシーンに役立つサービスを提供しています。

大阪に関わる歴史・文化・芸能などの資料や、開館以来百年以上かけて、
収集してきた２０万冊にも及ぶ古典籍資料などの公共図書館としては稀な蔵書
群を活かしたさまざまなサービスを提供していきます。

大阪資料・古典籍サービス

ビジネス支援サービス

「大阪府立中之島図書館」

平成16年（2004）4月より、
「ビジネス支援」と「大阪資料・古
典籍」という2つの柱に機能を集
中し、より高度で効果的なサービ
スの実現をめざしています。
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・絵本＆児童書がない

・文芸書がない
（但し、大阪出身の作家・大阪が舞台の作品を除く）

⇒「大阪に関する資料」を積極的に収集

＆ 所蔵資料を活用した資料展示

大人のための調べる図書館
～①大阪資料・古典籍サービス～

◇織田作之助『夫婦善哉』展
（平成25年8～9月開催）
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「大阪に関するあらゆる資料」と
「古典籍と古典籍に関する資料」 を提供

大阪資料・・・文学・歴史・政治・経済など、
大阪に関する全分野の本をはじめ、行政資料や大阪発の
情報誌等、幅広く資料収集し、調査相談を行っています。

古典籍・・・府民の文化財産ともいえる貴重な資料を多数
所蔵し、利用に供しています。

大阪資料・古典籍サービス

◇小展示・ギャラリートーク

館蔵品展を常時開催。担当者による解説が聞ける「ギャラリートー
ク」も併せて開催。

・小展示「なにわの伝統野菜～懐かしい農具とともに～」
（～平成26年1月25日まで） 5
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『大阪府立中之島図書館におけるビジネス支援機能等の

ための調査報告書』 2003.12

大阪府（本庁）と一緒に計画を作成

主題を「ビジネス支援サービス」に特化

→ 西日本の公共図書館として唯一のビジネス専門の課を設置

メインコンセプト

「ビジネスパーソンのための調べる図書館」

契機：平成15（2003）年3月

大阪商工会議所図書館閉鎖

→大阪市内唯一のビジネスカテゴリー専門図書館の喪失

大人のための調べる図書館
～②ビジネス支援サービス～



予算面 建物からの
制約

立地
府域 周辺

図書館･図書室 類縁機関

利用者
アンケート

→ ビジネス支援の開始（平成16年4月）

大幅な運営変更 百周年の節目

府立中央
図書館

６つの要素

総合的な図書館でのビジネス支援とは異なる、

特化した図書館で独自のビジネス支援

都心型ビジネス支援図書館 7



③中之島図書館ビジネス支援サービスの特徴
＜資料収集＞

「調べるための図書館」を構築するために

【購入】

購入図書の平均単価4,000円以上

（国からの交付金があった）

平成23年度は5,000円以上

（参考：大阪府内A市の購入図書

平均単価約1,500円）
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「調べるための図書館」を構築するために

【寄贈】

購入図書の1.3倍の冊数の図書を

寄贈により収集

⇒ 非流通資料の積極収集による

ユニークな蔵書の構築

雑誌や新聞（業界新聞５００紙以上）なども積極的に収集
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大人のための調べる図書館

③中之島図書館ビジネス支援サービスの特徴
＜資料収集＞



・調査相談カウンター （ビジネス資料室１）
常時2名体制 情報収集のサポート（※大阪室も2名体制！）

・参考図書・名簿類
（高額）調査資料、鮮度、レファレンスブック
調査ガイドを作成・活用

・ビジネス関連雑誌 400誌以上

・CSR(企業の社会的責任）貸出可能。就活の会社訪問前に見る学生も

・大阪府域住宅地図 昭和30年代半ば～所蔵

利用者用に所蔵住宅地図一覧を配布（HPにも一覧表あり）

・業界新聞 約470紙継続中！ 目録あり（HPにも掲載）

・路線価（大阪府内）

・官報

・現行法規総覧（加除式）

ビジネス支援サービスの紹介

・社史コ－ナー 産業分類で排架

・電話帳（全国の最新版）
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オンラインデータベース端末（8台）
／CD-ROM端末（3台）

オンラインデータベース １１種類
聞蔵Ⅱビジュアル（朝日新聞）
ヨミダス歴史館（読売新聞）
日経テレコン21（日経新聞）
毎日Newsパック（毎日新聞）
MPAC（マーケティング情報パック）
CiNii（NII論文情報ナビゲータ）
The Sankei Archives（産経新聞）
Lexis AS ONE（法令・判例）
官報情報検索サービス
eol 総合企業情報データベース
日本の企業100万社

ＣＤ／DVD－ＲＯＭ
TKC経営指標
会社四季報全75年DVD など

デジタル情報室ビジネス支援サービスの紹介

FREESPOT・
公衆無線LANスポットサービス

持込パソコン専用席（36席）
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ひとりでも司書

よりも速く自己

解決できた

1人, 1% ひとりでも解決

できるが司書に

相談したので結

果的に早く解決

した, 12人, 

14%

ひとりでは解

決できそうに

ない, 57人, 

67%

解決できたが

時間の記載が

なく判別でき

なかった, 3

人, 4%

無回答, 12人, 

14%

平成23～25年度 レファレンス（調査相談）アンケート結果より
集計 「相談カウンターで質問した結果どうなったか。」85人



③中之島図書館ビジネス支援サービスの特徴
＜セミナー・催し＞

ビジネスセミナーの実施

図書などの図書館が得意とする活字以外（生の声）
からも、情報を入手して活用してもらう

さまざまな展示の実施

中之島図書館だから所蔵できる

資料の活用促進
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③中之島図書館ビジネス支援サービスの特徴
＜各種資格取得に関する援助＞

•資格コーナーの設置

キャリアアップをめざすひとのために

約700冊（自習室にも資料を配架）

•資格セミナーの実施

FP（ファイナンシャル・プランナー）

通販エキスパート検定

ビジネス会計検定試験・・・

⇒様々な機関との協力・連携
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【大阪資料・古典籍関連】

◆大阪の名簿
◆大阪の企業情報
◆大阪の商工名鑑・商工会議所名簿
◆大阪のビジネス雑誌＜経済・商業篇＞
◆大阪の雑誌＜地域情報編＞
◆大阪の条例
◆大阪府内市町村の市勢要覧・統計書リスト
◆大阪府内自治体の広報紙リスト
◆地図のしらべ方（基本編）
◆大阪の地名を調べるには
◆大阪の航空写真
◆中之島図書館について調べるには
◆大阪の近代建築

【ビジネス支援関連】
■企業情報をしらべるには
■法令のしらべ方
■消費者動向を調べる
■中之島図書館のオンラインデータベースの使い方
■統計情報を調べるには（基礎統計編）
■新聞記事を検索する（日刊紙編）
■判例を調べる
■アジア開発銀行（ADB:Asian Development Bank）
■文献を探す（基礎篇）
■業界・市場動向のしらべかた
■地価を知る資料
■ビジネス関連の人物情報を探す
■白書を使って調べる
■大阪のビジネス支援機関
■官庁統計を使って調べる＜商業・サービス業編＞
■官庁統計を使って調べる＜製造業編＞
■起業・開業に必要な情報を調べる

調査研究のための調査ガイドを作成しています

（2013.12現在 30種類）

④調査ツール各種＜パスファインダー＞

中之島図書館ホームページにも掲載しています！

大人のための調べる図書館



ビジネス関係 【ホームページ】

◇ビジネスＷｅｂ情報源

ビジネス関係の類縁機関、相談機関、各種団体、統計
情報などへのリンク集

◇業界シェア・ランキング掲載記事一覧

◇業種別 起業・開業に関する図書一覧

◇ビジネス資料室 名簿コーナー資料一覧

◇社史コーナー目録

◇資格に関する図書・セミナー

◇ヴァーチャル ＩＦＲＳ(国際財務報告基準)資料室

大人のための調べる図書館

④調査ツール各種＜図書館作成データベース＞
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大阪関係

◇大阪文献データベース 【ホームページ】

大阪に関する事項について記載された図書・雑誌等の記事
情報を検索できます。

◇地形図一覧 【ホームページ】

◇住宅地図一覧 【ホームページ】

◇大阪府市町村等刊行物収集目録 【ホームページ】

◇大阪地図目録 【冊子形式】

◇大阪関係名簿類目録 【冊子形式】

◇大阪写真索引 明治・大正・昭和 【カード形式】

大人のための調べる図書館

④調査ツール各種＜図書館作成データベース＞
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◇図書館間の連携
国立国会図書館、府内市町村図書館、大学図書館等からの
資料取寄せ、複写依頼、紹介状発行なども実施。

中之島図書館の特徴
＜他図書館との連携・レファレンス・複写＞

◆Ｅレファレンスサービス
・インターネット上から、質問事項を入力。該当する分野の担
当より回答をメールで送信。
・個人、府域市町村図書館、全国からも。
→より抜き事例を「レファレンス事例データベース」として公開

◇複写
来館による複写申込み セルフ／有人（白黒・カラー）
来館によらない複写申込み 文書、インターネットから
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大阪府立中央図書館（東大阪市）

大阪府立中央図書館国際児童文学館

大阪府立国際児童文学館（吹田市千里万博公園内）より
約70万点の資料を引き継ぎ、平成22年5月5日に開館

・所蔵冊数 約192万冊
人文・社会・自然科学系、児童書など

・生涯学習時代の
大型バリアフリー図書館
障がい者支援（対面朗読室など）

・協力車で府内市町村図書館等に
蔵書を搬送する、図書館ネットワー
クの中核的図書館

府立図書館２館の役割分担・連携
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http://www.asahi-net.or.jp/~tb7k-fji/image/osa1127.jpg
http://www.asahi-net.or.jp/~tb7k-fji/image/osa1127.jpg


ご清聴ありがとうございました。

※現在、本館部分は耐震補強工事に伴い臨時休館しております。
平成26 年（2014）1月6日（月）より開館いたします。

※平成26年1月より図書館情報システムが新しくなります。
より便利になりますので、どうぞご活用ください。
※ホームページのURL（アドレス）が多数変更となります、ご注意ください。
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