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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」「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） 
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災害・防災について調べる 

災害・防災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・出版年） 

参考資料 R403/リ/ 理科年表 第 94冊（令和 3年） 

（国立天文台/編・丸善出版・2020） 

参考資料 R451/キ/ 気象災害の事典 

（新田尚/監修 他・朝倉書店・2015） 

開架 451.9/テ/ 天気予報活用ハンドブック 

（オフィス気象キャスター株式会社/編・ 

丸善出版・2021） 

参考資料 R748/シ/ 写真レファレンス事典 災害編 1991～2020 

（武田徹/編 他・日外アソシエーツ・2021） 

 

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）で検索して図書を探してみましょう。 

 

〈主なキーワード〉 

地震  台風  水害  噴火  猛暑  土砂災害  雪崩 

東日本大震災  異常気象  防災  避難  ハザードマップ 
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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「災害」「震災」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・出版年） 

開架 317.1/イ/ 災害現場の真実 

（伊藤克己/著・イカロス出版・2020） 

参考資料 R/369/エ/ 統計と地図で見る東日本大震災 被災市町村のすがた 

（衞藤英達/編・日本統計協会・2012） 

開架 369.3/イ/ 福島モノローグ 

（いとうせいこう/著・河出書房新社・2021） 

開架 369.3/セ/ 災害時の英語 

（デイビット・A.セイン/著・アスク出版・2020） 

開架 453.8/マ/ 最新科学が映し出す火山 

（萬年一剛/著・ベストブック・2020） 

 

「防災」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・出版年） 

開架 369.3/コ/ 子連れ防災 BOOK 

（ママプラグ/著・祥伝社・2019） 

開架 369.3/ホ/ 防災グッズ完全ガイド 2021年最新保存版 

（晋遊舎・2021） 

開架 369.3/ミ/ おしゃれ防災アイデア帖 

（Misa/著・山と渓谷社・2021） 

開架 369.3/ワ/ 中高年のための「読む防災」 

（和田隆昌/著・ワニ・プラス・2020） 
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④ 雑誌・新聞で調べてみよう 

〈雑誌〉 （品川区内所蔵雑誌） 

雑誌名 出版社 

『Newsweek 2021/03/16』 

3.11の記憶－東日本大震災から 10年 

CCC メデイア

ハウス 

『プレジデント 2021/04/02』 

震災 10年目の南相馬－試練の中に光を見出して－ 

プレジデント社 

 

 

 

●インターネットを使って、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。 

 

 

〈新聞〉 

●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。 

参考（こんな探し方もあります） 

https://ndlonline.ndl.go.jp/
https://ci.nii.ac.jp/
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◎縮刷版は東日本大震災時の紙面をまとめた特別版もあります 

排架区分 請求記号 書名（著者・出版社・出版年） 

開架 369.3/ア/ 朝日新聞縮刷版東日本大震災 

（朝日新聞社/著・朝日新聞社・2011） 

 

 

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 国土交通省気象庁 

https://www.jma.go.jp/jma/index.html 

 

2 国土交通省 防災情報センター 

    https://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/ 

 

3 内閣府 防災情報のページ 

  http://www.bousai.go.jp/ 
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●東京都や品川区の防災情報 

たとえば東京都や品川区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・出版年） 

開架 369.3/ト/ 東京マイ・タイムライン 

（東京都総務局総合防災部防災計画課/編・ 

東京都総務局総合防災部防災計画課・ 

2021） 

地域資料 T46/ト/ 東京危険度マップ 

（東京都都市整備局市街地整備部防災都市づくり課/編・ 

東京都都市整備局市街地整備部防災都市づくり課・ 

2019） 

地域資料 T46/ト/ 東京くらし防災 

（東京都総務局総合防災部防災計画課/編・ 

東京都総務局総合防災部防災計画課・ 

2018） 

地域資料 T94.6/シ/ 品川区防災地図 平成 31年度 3月現在 

（品川区防災まちづくり部防災課/編 

品川区防災まちづくり部防災課・2019） 

 

 

●関連サイトの紹介 

1 東京都防災ホームページ 

    https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/ 

 

2 品川区ホームページ 防災 

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/bosai/bosai2/index.html 
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●関連施設の紹介 

 しながわ防災体験館 

品川区役所 広町 2-1-36 防災センター2階 

Tel：03-5742-9098（受付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「防災の日」は毎年 9月 1日。 

9月 1日が「防災の日」に制定された理由は、1923年 9月 1日

に起きた関東大震災です。この震災を忘れず、災害に対する備え

をしっかり行おうと、1960年、国は 9月 1日を「防災の日」と

して制定しました。 
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