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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 

本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。 

 

 

 

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） 



 4 

法的トラブルについて調べる 

法的トラブルに関する調べ方のガイドです。 

☆調べ方の案内☆ 

 

① 検索端末を使ってみよう 

トラブルの名称や特定の法律名を 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）で検索して図書を探してみま

しょう。 

 

〈主なキーワード〉 

民事法 刑事法 行政法 借金 離婚 相続 労働問題 

損害賠償 騒音 道路交通法 人権侵害 ゴミ問題 交通事故 

 

② 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。 

 

ここでは交通事故をキーワードに検索してみましょう。 

排架区分 請求記号 書名（著者・出版社・出版年） 

開架 681.3/ヨ/ わかりやすい交通事故 

（吉田杉明/著 他・自由国民社・2019） 

開架 681.3/コ/ 交通事故の法律相談 

（大嶋芳樹/著 他・学陽書房・2016） 

開架 327.2/ソ/ 簡裁民事訴訟マニュアル 

（園部厚/著・日本評論社・2016） 
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交通事故というキーワードで調べると複数の法律が関わっていることが

分かります 

・民法  ・自動車損害賠償保障法  

・自動車運転死傷行為処罰法  ・道路交通法 

 

☆法律についてもっと調べてみよう。 

法律の名称から法律用語集や法令集を、また法律全般を知るための入門

書を使って調べてみましょう。 

 

排架区分 請求記号 書名（著者・出版社・出版年） 

参考資料 R320/ロ/ 六法全書 Ⅰ・Ⅱ （有斐閣・2020） 

開架 320/ヒ/ ひと目でわかる六法入門 

（高瀬文人/編・三省堂・2018） 

参考資料 R320/ユ/ 有斐閣法律用語辞典 

（法律用語研究会/編・有斐閣・2020） 

開架 321/エ/ はじめまして、法学  

身近なのに知らなすぎる「これって法学的に

どうなの？」 

（遠藤研一郎/著・ウェッジ・2019） 

開架 320/ト/ 隣り近所の法律知識 

（自由国民社・2017） 

開架 320.4/ハ/ 知らぬは恥だが役に立つ法律知識 

（萩谷麻衣子/著・小学館・2017） 

 

六法全書には、分野ごとにどんな法律があるのか、調べたい法律の条文、

その法律の全体像や目的を調べることができます。 

六法全書を使いこなす為の入門書や、法律用語集なども合わせて見てみ

ましょう。 
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法律改正など新しい情報を知るためには、インターネットの情報が有効

です。 

 

③ 図書以外から調べてみよう。 

 

インターネット版官報（国立印刷局） 

https://kanpou.npb.go.jp/ 

  平成 15年 7月 15日以降の法律、政令等の官報情報を、PDFデータで

無料閲覧することができます。 

また、直近 30日間分の官報情報は、全て無料で閲覧できます。 

官報は、法律・政令・条約等の公布を国民に広く知らせる大事な役割

を果たしています。 

官報には紙媒体と電子媒体があり、行政機関の休日を除き、毎日発行

されています。大井図書館では紙媒体を半年保管しています。 

官報情報検索（データベース）は品川図書館・大崎図書館で見ること

ができます。 

官報には、政府や各府省が国民に広く知らせるために発表する公文や

公告、会社法による法定広告等の記事が掲載されています。 

 

e-Gov（イーガブ）法令検索（総務省行政管理局） 

https://elaws.e-gov.go.jp/ 

各省庁別に所管の法令・告示・通達等が分かります。 

現在有効な法令（憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則）の内容

や、廃止法令一覧、未施工法令一覧等が検索できます。  

 

日本法令索引 （国立国会図書館） 

https://hourei.ndl.go.jp/#/ 

明治 19 年 2 月の公文式から現在までに制定された法案の改廃経過等

https://kanpou.npb.go.jp/
https://elaws.e-gov.go.jp/
https://hourei.ndl.go.jp/#/
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の情報と、帝国議会及び国会に提出された法案の審議経過等の情報を 

検索出来るデータベースです。 

  過去の廃止失効した法令も探すことができます。 

この他にも、同種の事件の裁判の判例があるかどうか調べることもで

きます。 

 

 

 

 

☆判例から調べてみよう。 

判例とは、裁判所が裁判の理由の中で示した法律的判断のうち、先例と

して事実上の拘束力を持つもの。（国立国会図書館狭義：HPより） 

 

裁判所ウェブサイト（判例検索システム） 

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1 

下級裁判所の判例と知的財産に関する判例なども登載されており、全

文キーワードで総合検索もできます。 

 

品川区図書館で調べるには… 

雑誌：『ジュリスト』   品川図書館・荏原図書館所蔵 

：『判例時報』    品川図書館所蔵 

：『判例地方自治』  品川図書館所蔵 

 

データベース：TKCローライブラリー、官報情報検索 

→品川図書館・大崎図書館で閲覧可能 

 

 

参考（こんな探し方もあります） 

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
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④ 相談先 

法律について調べてみて、トラブルにどう対処するか？ 

実際にトラブルに遭った際の相談先をご紹介します。 

 

「品川区区民相談室」（暮らしに関する困りごと相談） 

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ 

トップページ > 施設案内 > 区民生活関連施設 > 区民相談室（暮らしに関す

る困りごと相談） 

 

『しながわガイド 2020』P88 

日々の暮らしのなかで起こる様々な悩みごと・トラブルなどに対して相

談業務を実施しています。各相談とも専門家等が応じています。 

連絡先：品川区広町 2－1－36（品川区役所） 

TEL 03-3777-2000 

 

 

「品川区男女共同参画センター」 

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ 

トップページ > 区政情報 > 人権・平和・男女共同参画 > 男女共同参画 > 

男女共同参画センター  

 

女性弁護士による面接相談と、DV相談、女性カウンセラーによる面接相

談、電話相談を行っています。相談料は無料です。 

連絡先：品川区東大井 5－18－1品川区立総合区民会館（きゅりあん）3階 

TEL 03-5479-4104 

 

 

 

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/index.html
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shisetsu/index.html
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shisetsu/shisetsu-seikatsu/index.html
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/index.html
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kuseizyoho/index.html
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kuseizyoho/kuseizyoho-zinken/index.html
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kuseizyoho/kuseizyoho-zinken/kuseizyoho-zinken-kyodosankaku/index.html
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「日本司法支援センター 法テラス」 

http://www.houterasu.or.jp 

法テラスは、全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービ

スを受けられる社会を目指しています。 

法テラスは、国が設立した公的な法人です。 

＊パンフレットを館内に設置してあります。 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、相談日時の制限を行っている場

合があります。各施設へ事前にご確認をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.houterasu.or.jp/
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