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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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西洋美術について調べる 

西洋美術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 R702/セ/ 西洋美術館 

（小学館） 

参考資料 R703/ホ/ 西洋美術解読事典 

（ジェイムズ・ホール/著 他・河出書房新社） 

開架 723/ヒ/ ビジュアル年表で読む西洋絵画 

（イアン・チルヴァース/監修 他・日経ナショナル

ジオグラフィック社） 

 

 

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〉 

西洋美術   芸術   アート   絵画   建築   彫刻   名画  

画家  ルネサンス美術  印象派  写実主義 
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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「レオナルド・ダ・ヴィンチ」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 702.3/モ/ もっと知りたいレオナルド・ダ・ヴィンチ 

（裾分一弘/監修・東京美術） 

開架 702.3/レ/ レオナルド・ダ・ヴィンチを旅する 

（池上英洋/監修・平凡社） 

開架 702.3/ヨ/ よみがえるレオナルド・ダ・ヴィンチ 

（東京造形大学ダ・ヴィンチ・プロジェク

ト/編著・東京美術） 

開架 933.7/フ/1 ダ・ヴィンチ・コード 上 

（ダン・ブラウン/著 他・角川書店） 

開架 933.7/フ/2 ダ・ヴィンチ・コード 下 

（ダン・ブラウン/著 他・角川書店） 

開架 V723/セ/８ 西洋絵画の巨匠 ８ 

（小学館） 
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④ 雑誌で調べてみよう 

〈雑誌〉 （品川区内所蔵雑誌） 

雑誌名 出版社 

『CREA Traveller 2019/Summer』 

特集 ダ・ヴィンチの愛したイタリア 

文藝春秋 

『NATIONAL GEOGRAPHIC 2019/05』 

特集 ダ・ヴィンチ不朽の才能 

日経ナショナルジ

オグラフィック社 

 

⑤ インターネットで調べてみよう 

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。 

 

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。 

国立国会図書館デジタルコレクション（https://www.dl.ndl.go.jp/）の一部

資料は、品川区立品川図書館（図書館送信参加館）で閲覧することができ

ます。 

 

たとえばこんなデジタル資料があります。 

書名 閲覧方法 

モナ・リザの秘密 : ダ・ヴィンチの人間 

 (加茂儀一/著 日本経済新聞社) 

国立国会図書館または品川図

書館で閲覧 

芸術及び芸術家の心理（霜田静志/著 造

形社） 

国立国会図書館または品川図

書館で閲覧 

 

 

https://ndlonline.ndl.go.jp/
https://www.dl.ndl.go.jp/
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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。 

 

たとえば「レオナルド・ダ・ヴィンチ」に関するこんな論文があります。 

（PDFで閲覧可能なもの） 

雑誌名 論文名（著者） 

古典古代学 

2020年 12号,p.19-63 

1478年から 1482年におけるレオナルド・ダ・

ヴィンチの聖母像 : 手稿分析による絵画の推

定 / 佐藤 慎一郎 

椙山女学園大学研究論

集 人文科学篇 

2020年 51号, p.81-86 

ローベルト・ムージルの新資料「レオナルド・

ダ・ヴィンチの最初の彫刻」－テクストと注解

－ / 長谷川 淳基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ci.nii.ac.jp/
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●オンラインで作品を公開している美術館の紹介 

 

１．Google Arts＆Culture 

https://artsandculture.google.com/ 

 

Googleが提供する「Google Arts＆Culture」のサイトから、2500を超える

世界中の美術館や博物館の作品が見られます。 

 

主な美術館 

・国立西洋美術館  

・ルーブル美術館 

・マウリッツハイス美術館  

・メトロポリタン美術館 

         他多数 

 

２．HASARD 

https://wam-hasard.com/ 

 

HASARD（アザー） は「 誰でも・いつでも・無料で 」オンライン上でア

ートを楽しむことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://artsandculture.google.com/
https://wam-hasard.com/
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●品川区にある美術館の紹介 

 

１．O美術館 

  https://www.shinagawa-culture.or.jp/hp/menu000000200/hpg000000187.htm 

O美術館は、品川区が設立した公益財団法人品川文化振興事業団が運営

する美術館です。美術館は「大崎ニューシティ」2号館 2階にあり、美術

鑑賞や作品発表の場に、多目的な利用のできる現代的な美術館です。  

OHSAKIの頭文字Oと山手線の環状の輪を表現し、現代感覚あふれた

新しいタイプの美術館を目指して、O美術館と名付けられました。 

              （HPより紹介文引用） 

〒141-0032 東京都品川区大崎１－６－２ 

大崎ニューシティ・２号館２Ｆ 

TEL：03-3495-4040  FAX：03-3495-4192 

 

●品川インターネット美術館 

http://www2.shinagawa-culture.or.jp/i_museum/ 

 

２．久米美術館 

  https://www.kume-museum.com/ 

山手線目黒駅西口下車徒歩１分。 

久米美術館は駅前の喧騒を忘れさせてくれる静かで落ち着いた雰囲気の

中にあります。歴史家・久米邦武と洋画家・久米桂一郎の資料や作品を展

示・所蔵しています。ラファエル・コランや黒田清輝、東京美術学校

(現・東京芸術大学)の教え子たちの作品展なども行っています。 

（HPより紹介文引用） 

〒141-0021 東京都品川区上大崎 2-25-5 久米ビル 8階 

TEL：03-3491-1510 FAX：03-3491-6617  

https://www.shinagawa-culture.or.jp/hp/menu000000200/hpg000000187.htm
https://www.kume-museum.com/
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