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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 

薬や病気について調べる 

薬や病気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 R490/イ/ 医学書院医学大辞典 

（伊藤正男/総編集・医学書院） 

参考資料 R490/ナ/ 南山堂医学大辞典 

（南山堂） 

参考資料 R491/ニ/ 人間科学の百科事典 

（日本生理人類学会/編・丸善出版） 

 

 

※医療情報について 

 医療分野は進歩のはやい分野です。日々情報が更新されていますので、

ご紹介する情報は参考としてご活用ください。 

 また、特定の治療法・病院・医師をおすすめするものではありません。 

症状の診断や詳しいアドバイスは、医師等専門家へご相談ください。 
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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）で検索して図書を探してみましょう。 

 

〈【薬】の主なキーワード〉 

薬  医薬品  医療用医薬品  治療薬  処方薬  病院薬 

ジェネリック医薬品  市販薬  漢方薬 

 

〈【病気】の主なキーワード〉 

病院  診療所  医療機関  医療  病気  疾病  病名 

医師  専門医  名医  健康診断   セカンドオピニオン 

 

 

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「薬」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 499.1/ク/21 くすりの事典 2021年版 

（片山志郎/監修・星美堂出版） 

開架 499.1/イ/ 医者からもらった薬がわかる実用ガイド 

ブック（立川靖之/監修・宝島社） 

開架 499.1/コ/19 今日の治療薬 2019 

（浦部晶夫・編集他・南江堂） 
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たとえば「病気」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 492/キ/ 逆引き病気事典 

（マガジンハウス） 

開架 492/ヒ/ 病気＆診療完全解説 BOOK 

（東京逓信病院/編著他・医学通信社） 

開架 493.7/コ/ 「心の病気」がきちんとわかる本 

（齋藤英二/監修・西東社） 

開架 598.3/サ/ 最新!赤ちゃんの病気新百科 

（横田俊一郎/総編集・ベネッセコーポレーション） 

開架 598/カ/ 家庭の医学 

（主婦の友社/編・主婦の友社） 

 

※資料の場所について 

 薬・病気・病院など「医学」の棚は 490～499です。 

 近くに「からだと病を知るために」というコーナーを設置しています。

病気について、関連機関等のパンフレット・リーフレットが置いてありま

す。ご自由にお持ち帰りください。 

 認知症に関する資料を集めた特集コーナーが新刊棚の隣にあります。 

区内で開催している認知症カフェの案内もございますので、あわせてご覧

ください。 

 

 

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。 

（★→大井に所蔵のある雑誌） 

★日経ヘルス ★はつらつ元気 ★NHKガッテン！（2020年 10月発売号

より所蔵） ・きょうの健康 ・健康 ・健康 365 ・壮快 ・わかさ 
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〈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。 

 

 

 

●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。 

 

 

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 くすりのしおり 

https://www.rad-ar.or.jp/siori/ 

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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2 かんじゃさんの薬箱 

  http://www.generic.gr.jp/ 

 

3 日本OTC医薬品協会 上手なセルフメディケーション 

    https://www.jsmi.jp/ 

 

4 東京都医療機関案内サービス ひまわり 

  https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/ 

 

5 品川区医師会 

  https://shinagawakuishikai.or.jp/ 

 

6 国立がん研究センター がん情報サービス 

  https://ganjoho.jp/public/index.html 

 

7 東京都福祉保健局 東京都アレルギー情報 navi. 

  https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/allergy/ 

 

●一般に開放している病院図書室 

1 昭和大学病院 

  東京都品川区旗の台 1-5-8  Tel：03-3784-8000 

  ●患者図書室「健康の森」 

  http://www.showa-u.ac.jp/SUH/guide/library/ 

 

2 東邦大学医療センター大森病院 

  東京都大田区大森西 6-11-1  Tel：03-3762-4151 

  ●からだのとしょしつ 

  https://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/karada/ 

http://www.showa-u.ac.jp/SUH/guide/library/
https://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/karada/
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品川リハビリテーションパーク 

東京都品川区北品川 5-2-1 
 

品川区立大崎図書館と品川リハ

ビリテーションパークは、図書

館・病院・介護老人保健施設から

なる全国でもめずらしい複合施

設です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

#7119 救急相談センター 

 

今すぐ病院に行ったほうがいい？救急車を呼ぶべき？と迷ったら

相談に乗ってくれる東京消防庁の窓口。24時間年中無休。 
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