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図書館での調べものについての基礎知識 

☆図書館で本を探すには？ 

図書館内に設置しているOPAC
オ パ ッ ク

（利用者検索端末）や図書館ホームページ

から利用できるWEB
ウ ェ ブ

-OPAC
オ パ ッ ク

（インターネット利用者検索端末）で資料を検

索することができます。 

 

OPAC画面 

検索するときは AND検索（入力した

キーワード を含む ）を上手く活用

しましょう。 

 

「東京オリンピック」で見つけたい

資料が見当たらない場合 

「東京 オリンピック」と間にスペ

ースを入れ区切って検索することで、

より多くの資料が HITするようになります。 

また、「五輪」と「オリンピック」のように同じ意味の言葉でも違う表現を

している資料もあります。キーワードの組み合わせ次第で検索結果も変わ

るので試してみましょう。 

 

検索される資料が多すぎるときは、 

絞り込む を使うと「この館に今あるも

の」や「この館で所蔵しているもの」

だけを表示することができます。 
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背のラベル 

図書館内に設置しているOPAC
オ パ ッ ク

では、資料についてのレシートを印刷する

ことができます。 

 

所蔵館 

資料を置いている館を示します。 

「大井」以外の場合は、予約して各館

への取り寄せが可能です。 

 

排架場所 

大井に所蔵がある場合、「開架」「ティ

ーンズ」「事務室」「倉庫」が表示され

ます。 

「事務室」「倉庫」と表示されている資

料は、図書館スタッフがお持ちします

ので、資料のレシートをカウンターで

ご提示ください。 

 

請求記号 

本の場所を示します。本の背に貼られたラベルと一致しており、分類番号と図

書記号から成り立っています。 

 

例：桝本直文著『オリンピックは平和の祭典』 

 

→分類番号：780.6 

→図書記号：著者「桝本直文」の頭文字「マ」 

※日本の現代小説（913.6）と旅行ガイドはラベルがありません。 

 

 

 

 

780.6 

マ 
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品川区立図書館の本は、日本十進分類法によって整理されていますが、 

一部、別置きにしている資料があります。 

 

 

※別置きされている資料 

 請求記号の前にアルファベットがついている資料は、コーナーごとにま

とめて配置されています。（館内案内図を参照） 

 

 

 

 

 

 

※「所蔵データはありません」と印字されている場合 

品川区内のどの図書館にも所蔵していない資料です。 

 品川区内に在住の方（水色の利用カードをお持ちの方）は、リクエスト

が可能です。 

（申し訳ございませんが、視聴覚資料に関してのリクエストはお受け出来

ませんのであらかじめご了承ください。） 

 

 

B（文庫）、R（参考資料）、V（大型資料）、 

G（旅行ガイド）、L（大活字本）、T（地域資料）、 

「589」「59」で始まる本（家事に関する本） 
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☆図書館で CD（視聴覚資料）を探すには？ 

品川区の CD分類は表のようになっており、クラシックの CDは 1～1.9の

区分に配架されています。 

 請求記号の見方は本と同じで、上段に分類番号、下段に著者記号（クラ

シック音楽においては作曲者）となっています。 

例：『ブラームス：交響曲第１番』  

→分類番号：1.1（交響曲） 

→著者記号：作曲家「ヨハネス・ブラームス」の 

姓の頭文字「フ」 

 

※著者記号振り分けの例外に関して 

 ポピュラー音楽に関しては演奏者がグループの場合、そのグループ名の

頭文字が著者記号となります。 

 また、ジャズ＆フュージョン（2.4）に見られる特殊な振り分けもありま

す。演奏者「チコ・ハミルトン」を例に挙げると、通常著者記号は姓を取り

「ハ」となりますが「チコ・ハミルトン・トリオ」となるとグループとみな

され著者記号は頭文字の「チ」の場所に配架されています。 

 お求めの CDの演奏者が「〇〇トリオ」「〇〇カルテット」となっている

場合には注意が必要です。 

1.1 

フ 

1 1.8 2.8

1.1 1.9 3

1.2 2 3.1

1.3 2.1 4

1.4 2.2 6

1.5 2.4 9

1.6 2.6 9.9

1.7 2.7

文学

音楽史

歌劇

声楽曲

クラシック

前衛音楽

ポピュラー音楽

シャンソン

ラテンアメリカ音楽

ジャズ＆フュージョン

ポピュラー（外国）音楽

ポピュラー（日本）音楽

☆品川区立図書館CD分類

交響曲

管弦楽曲

協奏曲

独奏曲

民族音楽

邦楽

演芸・演劇

イージーリスニング・映画音楽

室内楽曲・器楽曲 児童

総記
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クラシック音楽について調べる 

クラシック音楽に関する調べ方のガイドです。 

 

☆調べ方の案内☆ 

① 参考図書を見てみよう 

百科事典や専門分野の事典（辞典）など、参考図書をつかって情報を集

めましょう。テーマをより詳しく知ることや、新たなキーワードを増や

すことができます。 

 

排架区分 請求記号 書名（著者・出版社） 

参考資料 R760/シ 新編音楽中辞典 

（海老澤敏/監修他・音楽の友社） 

参考資料 R760/ヒ 標準音楽辞典 

（音楽之友社） 

参考資料 R762/モ 

 

モーツァルト全作品事典 

（ニール・ザスロー/編他・音楽之友社） 

 

 

※クラシック音楽の視聴覚資料の検索に関して 

 クラシック音楽に関する用語やキーワード調べたい場合には上記の事

典・辞典のような参考図書を用いるのが良いですが、クラシック音楽の

CDやカセットテープ、DVD等の視聴覚資料を探したい場合は同時に検

索端末を用いるのが効果的です。 

 上記のような資料を参考にしながらキーワードを増やすことにより自身

が希望する情報に辿り着きやすくなります。 
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② 検索端末を使ってみよう 

OPAC（利用者検索端末）やWEB-OPAC（インターネット利用者検索

端末）で検索して図書や視聴覚資料を探してみましょう。 

 

〈【作曲家】のキーワード例〉 

モーツァルト  ベートーヴェン  プロコフィエフ  バッハ  

武満徹   

〈【形式】のキーワード例〉 

交響曲（シンフォニー）  協奏曲（コンチェルト）   

聖譚曲（オラトリオ）  管弦楽曲  ソナタ   

     

         〈【指揮者】のキーワード例〉 

ヘルベルト・フォン・カラヤン  パーヴォ・ヤルヴィ 

  小澤征爾  クリスティアン・ティーレマン 

 

           〈【演奏者】のキーワード例〉 

  エマニュエル・パユ（フルート） ラン・ラン（ピアノ） 

 リリー・クラウス（ピアノ）  ルノー・カプソン（ヴァイオリン）  

 

★クラシック音楽は同名の楽曲・形態であっても演奏者や指揮者の表現や

感性によって違いが生まれる音楽でもあります。CD 等を探すにあたって

希望の指揮者や演奏家が演奏しているものに絞ってさがす場合はキーワー

ドに組み込むことにより、希望の CD の所蔵があるかを正確に調べること

ができます。 

 違いを聴き比べるのも楽しみ方のひとつでもありますので、ぜひお気に

入りの演奏者や指揮者を見つけてみてください。 
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③ 図書を本棚で探してみよう 

図書の背には検索端末で調べたときの表示と同じ【請求記号】のラベル

がついています。排架区分や館内案内図を参考に【請求記号】をたより

にして図書を探しましょう。 

 

たとえば「クラシック音楽」に関するこんな図書があります。 

排架区分 請求記号 書名（著者・出版社） 

開架 760.3/ク クラシック作曲家事典 

（渡辺和彦/監修・学研） 

開架 760.3/ス 音楽用語辞典 

（鈴木静哉/共著他・ドレミ楽譜出版社） 

開架 762.3/セ 西洋音楽史年表 

（マルセル・ブノワ/他著・白水社） 

開架 762.3/ハ バッハキーワード事典 

（久保田慶一/編他・春秋社） 

開架 762.3/ヨ 

CD1 

よくわかるクラシックの基本 

（西村理/監修・西東社） 

 

 

※資料の場所について 

 クラシック音楽など「音楽」の棚は 760～768です。 

例えば〈音楽（760） 音楽家（762.8） 楽器・器楽（763）〉となります。 

 

  

④ 雑誌・新聞で調べてみよう 

〈雑誌〉 品川区では以下のような雑誌を所蔵しています。 

・MOSTLY  CLASSIC ・レコード芸術 ・音楽の友  
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〈新聞〉 開催予定のクラシックコンサート情報など記載（不定期） 

●原紙・縮刷版 

 新聞コーナーにあります。当月分と過去 2か月分保存してありますので、

必要の際はカウンターまでお声がけください。 

 縮刷版は現物の新聞をそのまま縮小して冊子体にしたもので、巻頭の索

引を使うと関連するテーマの新聞記事が検索できます。 

 

 

 

●インターネットを使って、音楽関連雑誌記事・論文を探す 

1 「国立国会図書館オンライン」（NDL ONELINE） 

https://ndlonline.ndl.go.jp/ 

国立国会図書館の所蔵資料及び国立国会図書館で利用可能なデジタルコン

テンツを検索できます。 

 

2 「CiNii（サイニィ）：NII論文情報ナビゲータ」 

 https://ci.nii.ac.jp/ 

論文、図書・雑誌や博士論文などの学術情報で検索できるデータベース・

サービスです。 

 

 

⑤ インターネットで調べる 

インターネットでは新しい情報を知ることができます。ただし情報元な

どを確認して、信頼のおける情報かどうか注意が必要です。 

●関連サイトの紹介 

 

1 「歴史的音源」（国立国会図書館） 

  https://rekion.dl.ndl.go.jp 

参考（こんな探し方もあります） 

https://ndlonline.ndl.go.jp/
https://ci.nii.ac.jp/
https://rekion.dl.ndl.go.jp/
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 ※全ての楽曲が視聴可能であるわけではありませんが、インターネット

公開資料として含まれている音源であればこちらから検索して楽曲を

聴くことができます。 

 

２ 「品川クラシック音楽協会」 

   http://shina-cla.com 

 

3  「日本クラシック音楽協会」 

   https://www.kurakon.net/ 

 

●区内でクラシック音楽コンサート等を行っている施設を一部紹介 

 

1 「きゅりあん（品川区立総合区民会館）」 

  住所 〒140-0011 東京都品川区東大井 5-18-1 

  TEL 03-5479-4100 

 

2 「スクエア荏原」 

  住所 〒142-0063 東京都品川区荏原 4-5-28 

  TEL 03-5788-5321 

 

紹介サイト：「品川文化復興事業団」 

http://www.shinagawa-culture.or.jp/ 

 

 区内や近隣地域で開催される予定のクラシック音楽等の音楽関連イベン

トのチラシなどは図書館入口に設置してありますのでご自由にお持ちくだ

さい。また、イベント情報の張り紙等は入口の他にお手洗い正面の壁にも

掲示してありますのでご参照下さい。  

http://shina-cla.com/
https://www.kurakon.net/
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