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はじめに
皆さんこんにちは。私は東京都立中央図書館で司書として働いています。この
ガイドブックは、皆さんがレポートや論文を書くことになったとき、図書館をぜ
ひ活用してほしいと思って作成しました。
図書館は本を読むところで、レポートや論文と何か関係あるの？と思うかもし
れません。でも実はそういう時にこそ役に立つ場所だと知ってもらえたらうれし
いです。
私が働いている東京都立中央図書館をご紹介します。
国内外の図書、新聞、雑誌、統計、年鑑類から江戸時代の貴重な浮世絵まで約200万冊を所
蔵しており、そのうち約35万冊が開架に並んでいます。蔵書の規模は国内最大級！
学校や地域の図書館と違い個人の方への本の貸出しは行っていませんが、これらの蔵書やイ
ンターネットを駆使し、司書が皆さんの学習
をサポートします（p.14参照）。
個人用、グループ用の閲覧室や、ひと息つく
ためのカフェテリアなど、皆さんが学習にじっ
くり取り組むにはうってつけの図書館です。
「自宅から遠くてなかなか行くことができ
ないよ」という方は、都立図書館ホームペー
ジをチェックしてください。都立図書館の蔵
書だけでなく区市町村立図書館や他機関の蔵
書を検索できるほか、テーマ別の調べ方のご
案内やデジタル資料の公開、調べものに関す
る質問受付など、便利なオンラインサービス
都立中央図書館
がたくさんあります。
東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩８分

都立多摩図書館の紹介
もうひとつの
都立図書館

約１万７千タイトルの雑誌と、乳幼児から高校生、学校の先生、子供の読書
に関わる方のための本を所蔵しています。
JR中央線、武蔵野線西国分寺駅 徒歩７分

■開館時間
月曜～金曜日
土・日・祝日

朝10時～夜９時
朝10時～夕方５時30分

■休館日
基本的に、毎月第１木曜日と他１日
詳しくはホームページで
確認してください。

ツイッター、
フェイスブックも
あります♪

■図書館からのお願い
・受付で入館証を受け取ってください。
・A4サイズを超える荷物は、
ロッカーに預けてください。
・電話は、所定の場所でお願いします。
・本の撮影、館内撮影はできません。
・飲食はカフェテリアなどのスペースを
ご利用ください。
ご協力よろしくお願いします。
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１ レポート・論文って何！？
初めての中間テストが終わって、一息ついている高校生の木下アリスさん。
このガイドブックの主人公です。
ところが…テストが終わったばかりなのに、さっそく、オリンピックについて自分で調
べ、レポートにして提出するという宿題が出ました。

作文や感想文

とは
何が違うの？

って
レポート作成
苦手・・・

何だか大変
そうだなぁ…

アリスさん、とっても不安そうです。
レポートや論文など、自分の考えをまとめる作業は難しそうで苦手と
いう人は多いのかもしれませんね。
ところで、読書感想文や作文とは一体どう違うのでしょうか。

『新明解国語辞典』（山田忠雄編 第7版 三省堂

2012）で、「論文」の項目を見ると、

「ある事柄について、筋道を立てて意見を述べた文章」とあります。

詳しく見てみましょう♪
まず、「ある事柄について」とは、論文で取り上げるテーマを設定するということです。
次に「筋道を立てて意見を述べた」とは、設定したテーマについて「自分の意見・主張を
述べる」ということです。ただし「筋道を立てて」という部分に注意です。
例えば、「なぜ○○○なのか（テーマ）、■■■だからだ（意見）」だけではダメです。
自分の意見を読んでいる人に理解してもらえるよう、主観的な見方ではなく、事実やデー
タを使って客観的に説明することが大切です。
なおレポートは、「自分の意見・主張を述べる」というより「調査した結果を報告する」
ものであり、また論文ほどの分量がないという違いはありますが、「ある事柄について筋
道を立てて意見を述べる」点は同じです。

2

２ レポート・論文作成のステップ
レポートや論文と、作文との違いが何となくつかめたアリスさん。
でも…何から始めればいいのでしょうか？
レポートや論文作成の基本的な流れを説明しますね。
大きく分けると３段階です。

スタート

１と２は、図書館を使うと
効率がいいですよ。
LIBRARY

１ テーマを決める

特に２は、図書館が得意な
部分です。

詳しくは、p.４～５

何についてレポートを書くか、決めます。
アリスさんは「オリンピック」と指定されていますが…

２ テーマに沿った情報を集める
詳しくは、p.６～10

テーマを決めたら、そのテーマに関する情報を集めます。
レポートや論文で自分の意見の裏付けなどに欠かせません。
情報の集め方にもコツがありますよ！

３ まとめる・書く
詳しくは、p.11～13

ゴール！

集めた情報を整理し、
書いていきましょう。

プレゼンやディベートの場合も、ここまでは同じ流れです。
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３ テーマを決める
レポート作成の流れがわかり、さっそく取り組みはじめたアリスさん。
まずは「テーマを決める」です。レポートのテーマは「オリンピック」と指定されていまし
たが…
テーマは「オリンピック」だし、次の「４ 情報を集める」に進めばいいのね♪

アリスさん、ちょっと待ってください！本当に「オリンピッ
ク」だけで大丈夫ですか？

情報を集めるために、スマートフォンで「オリンピック」と検索してみたアリスさん。
たくさんヒットしすぎて、困ってしまったようです。
アリスさんが困ってしまったのも無理はありません。
「オリンピック」といっても、競技種目、
歴史、選手など…いろいろな切り口がありますね。アリスさんの場合、テーマを絞ると情報収
集がしやすくなりそうです。

実際に「テーマを決める」方法をいくつかご紹介します。
アリスさんのようにテーマが先生から指定されていない人も参考にし
てください。

テーマを決めるために…
誰かに聞いてみる。

自分の好きなもの、
興味のあるものから考えてみる。

友達、部活の先輩、先生…
一人で悩まず、誰かに話してみることで
自分では思いつかないようなアイディア
が浮かぶことがあります。

好きなテーマを選ぶと、調べるのも、
書くのも楽しいはず。

最近話題のテーマから考える。
ネット、新聞、テレビなどで、ニュー
スや話題を探してみましょう。

連想してみる。
テーマから思いつくキーワードを次々に
連想していきます。
大きいテーマから絞り込みたいときにお
すすめです。

図書館や本屋に行く。
本棚や本のタイトルを眺めるだけで
も、思わぬ発見があることがあります。
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アリスさんは、「自分の好きなもの、興味のあるものから考える」ことで、テー
マを絞ることにしました。美術部のアリスさんは、デザインに特に興味があります。
テレビでオリンピックを見ていたとき、各競技のマークが気になっていました。少
し調べてみると、どうやらこのマークはピクトグラムということ、オリンピック競
技種目のピクトグラムは、1964年の東京大会からできたも
のだと知りました。
そこで、「オリンピックのピクトグラム」をテーマにする
ことに決めました。

あなたのテーマは決まりましたか？

テーマを決めるときに気を付けること
レポートや論文を書くとき、「4,000字まで」とか「A4で５枚分」といった
指定があることが多いと思います。与えられた範囲の中で、「自分の意見を筋道
立てて」（p.２）述べていきましょう。
テーマ選びは出来栄えを大きく左右します。
次のことに気を付けましょう。

ポイント１

情報を集めながら考える

情報を集めるのはテーマを決めた後でしょ？と思ったあなた。
このガイドブックをしっかり読んでくれてありがとうございます。
でも、情報をある程度集めつつテーマを決めていくと、後になって「やっぱりこのテー
マでは使える情報がない！」と慌てることがなく、効率的です。

ポイント２

広すぎず、狭すぎず、難しすぎず！

アリスさんはテーマが広すぎたため、困っていましたね。でも逆に狭すぎても情報を集
めることができず、困ることもあります。
そして、テーマ設定が難しすぎても、レポートをうまくまとめられません。
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４ 情報を集めよう！
テーマが決まったら、本格的に情報集め。アリスさんは先生から、「図書館に行ってみたら？
都立中央図書館は調べものに便利よ」とアドバイスを受けました。でもアリスさんは学校の図
書室以外で調べものをしたことがありません。どうやって調べれば良いのでしょうか？

４－１ 図書館で使えるツール（情報源）の紹介
「図書館は本ばっかり」っていうイメージがあるかもしれませんが、
実はたくさんのお役立ちツールがあるんです。
それぞれのツールの使い分け方のコツを説明します。

本

新聞・雑誌

多くの人が作成に関わっているので、
情報の信頼性が高く、じっくり詳しく
調べることができる。一方、出版まで
に時間がかかるため、タイムリーな情
報を調べるには不向きなこともある。

月ごと、週ごと、日ごとに出版される
ので、時事情報に強い。
専門紙（誌）や地域紙（誌）など、様々
な種類のものがある。

図書館

LIBRARY

オンラインデータベース

インターネット

昔の新聞や雑誌の記事、医療や法律、
人物など、専門分野に特化した信頼性
の高い情報をオンラインで簡単に調べ
ることができる。

いろいろな情報が
手軽に素早く調べら
れる。最新の情報を
見 る こ と が で き る。
誰でも情報発信でき
るので、内容をよく
確認する必要がある。

都立中央図書館にはこれらが豊富に取り揃えてあります。
次のページからは、それぞれのツールごとに調べ方を紹
介します。
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４－２ 本を使って調べる
本を使って調べる方法は２通りあります。
❶ パソコンで検索

❷ 本棚をブラブラ

・・・調べた結果を忘れずに記録するようにしましょう。詳しくはp.11

１ パソコンで検索 の場合
オ パ ッ ク

都立中央図書館にある本は、館内にある「ＯＰＡＣ（Online Public Access Catalog）」
という蔵書検索用のパソコンを使えば、タイトルやキーワードなどから検索することができ
ます。（検索の詳しい方法は付録「都立図書館蔵書検索パソコンの使い方」にあります）
キーワードに＜東京1964大会のピクトグラム＞と入力して検索したけど、
何もヒットしません…。

そういうときは、なるべく短い言葉を、スペースで区切って入力してみ
ましょう。例えば＜1964 ピクトグラム＞というキーワードで検索し
てみたらどうでしょう？
これでもだめか…。じゃあ、少し検索範囲を広げて＜オリンピック ピ
クトグラム＞＜オリンピック デザイン＞＜ピクトグラム 歴史＞と
いったキーワードで検索してみたらどうでしょう？

こんな本が見つかりました
『東京オリンピック1964デザインプロジェクト』東京国立近代美術館編 東京国立近代美術館 2013.2
この本によると、当時は「ピクトグラム」ではなく、
「アイソタイプ」
「絵文字」
「絵ことば」
「シ
ンボル」「シルエット」と呼ばれていたそうです。
『ピクトグラムのおはなし』太田幸夫著 日本規格協会 1995.3
「東京オリンピックでピクトグラムの採用を思いつかせたのは紋章の伝統であった」とい
う驚きの記述を発見！これはレポートで使えるかも。
蔵書検索は、東京都立図書館のホームページからもすることができます。

２ 本棚をブラブラ の場合
図書館の本は、同じテーマのものが近くに並んでいます。ＯＰＡＣで検索した本を探しに
行くとき、その本の近くの本も見てみると、思わぬ掘り出し物が見つかるかもしれません。
背ラベルの数字を見てみよう。

210.74

請求記号…本の背表紙についている記号
分類番号…図書のテーマを表す記号のこと

請求記号

5094
2008

図書館の本はNDC分類という規則で分類さ
れています。（p.20参照）
図書館内のすべての図書に、それぞれ記さ
れています。
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分類番号

４－３ 新聞・雑誌を使って調べる
新聞・雑誌の場合はタイトル（新聞紙名、雑誌名）でなく、収録されている記事単位で検索
できないと不便ですね。一般的に図書館のＯＰＡＣのデータには記事情報までは登録されてい
ないことが多いので、注意が必要です（都立図書館もそうです）。
ここでは国立国会図書館のＯＰＡＣ（ＮＤＬ－ＯＰＡＣ）を使って雑誌記事を調べてみましょ
う。ＮＤＬ－ＯＰＡＣはインターネットがあればどこからでもアクセスできます。

こんな雑誌記事があることがわかりました
井上智義「日本におけるピクトグラムの活用とその方法」『電子情報通信学会誌』97巻12号 通巻
1087号 p.1055-1059（2014年12月）

さらに都立図書館OPACで調べると、この雑誌は都立中央図書館で所蔵していることが
わかりました。

昔の新聞記事も調べたいな～。もっとたくさん雑誌や新聞を
調べられるツールはないんですか？

あります。
次に紹介するオンラインデータベースがとっても便利ですよ。

４－４ オンラインデータベースを使って調べる
オンラインということは、インターネットと同じようなものですか？

ちょっと違います。オンラインデータベースは、以下のように確かな
情報が手軽に検索できる優れものです。

オンラインデータベースの特徴
■ パソコンを使って簡単に検索できる
■ 専門的な情報が手に入る
■ 情報が更新される
※都立図書館では無料で使えます。（プリントアウトは有料）
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都立中央図書館でよく使われているオンラインデータベース

全30種類
以上！

辞典・事典の
データベース
まずはコレ！信頼できる情報が詰まった万能百科事典サイト。

新聞記事の
データベース

朝日新聞

読売新聞

毎日新聞

明治から現代までの各新聞の記事を検索し、読むことができる。
同じニュースでも新聞ごとに取り上げ方が違います。

雑誌記事の
データベース
収録されている雑誌や機能がそれぞれ異なります。タイムリーで専門的な情報を探してみよう。

昔の新聞記事を調べたいから「聞蔵」を使ってみよう！
＜ピクトグラム オリンピック＞で検索、と…あれ？出てこない。

＜ピクトグラム＞じゃなくて、＜絵文字＞＜シンボル＞とか、
当時使われていた呼び方で検索してみたらどうですか？

こんな新聞記事が見つかりました
『朝日新聞』196９年1月11日(金)朝刊11面「言葉のカベをやぶる
トリオール→メキシコ→日本万国博」

東京五輪が一つの契機

モン

東京1964大会以降、「絵文字」（ピクトグラム）が普及し、他の国際的なイベントでも
用いられるようになったという記事です。

４－５ インターネットを使って調べる
インターネットはとても便利な検索ツールですが、不確かな情報もたく
さんあります。気をつけて使いましょう。
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検索スピードが
早い

情報量が多い

この前見たは
ずの
ページがない！
この記事誰が
？
書いたんだろう

楽！

情報源が
あやしいなぁ

インターネット上ではだれでも自由に情報発信できます。その分、信頼で
きる情報かどうかの見極めが大事です。

４－６ 情報の質を見極めよう
インターネットだと確かにあやしいページもあるけど、本なら
大丈夫なんですよね？

インターネット以外にも、信頼性の低い情報が潜んでいるかもしれません。
以下のチェックリストを見て確認してみてください。

確認してみよう！チェックリスト
■ どんな人・組織が書いたものか

・書いた人（団体）のことを調べてみましょう
・官公庁作成のものは信頼性が高いと言えます

■ いつの情報か

・出版年や公開日を確認してみましょう
・テーマによっては古い情報が使えない場合も（政治・経済・医学など）

■ 情報源ははっきり書かれているか

・「参考文献一覧」が載っていますか？

自宅でも使えるおすすめコンテンツ（都立図書館ホームページより）
TOKYOアーカイブ

浮世絵や双六など、歴史的な資料を
ビジュアルで見ることができる。

江戸・東京デジタルミュージアム

江戸のことが楽しく学べるデータベース。
「江戸ゲーム」など、遊べるコンテンツも充実。
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５ まとめる・書く
ひととおり情報が集まって満足気なアリスさん。でも、いざレポートにとりかかろうと思っ
たら、集めた本のどれに何が載っていたのかすっかり忘れていました。このまま書き始めて大
丈夫なのでしょうか？

５－１ 情報を整理しよう
集めた情報を整理しておくと、レポートを書くときに便利です。メモ
帳やノートなど、お気に入りのグッズを活用して分かりやすく整理して
みましょう。

アリスさんはこんな風にメモを作ってみました。
良かった本・サイト
○ピクトグラムのデザインについて
・本「～」○○図書館にあり
・Webサイト「～」http://～

切り抜き集

○ピクトグラムの普及について
・
・
○1964年当時の資料
・
・

○○新聞

○月○日朝刊○面

あまり役に立たなかった本やサイト
・
・

ポイント

●
●

レポートの構成をイメージしながらテーマごとにまとめておく。
本やウェブサイトをあとで確認できるように、「どこで見たか」と、ウェブ
サイトの場合はURL（http://で始まるホームページのアドレス）を書い
ておく。

「この本読んだっけ？」とならないように、使わないものも含めて、見たも
のはメモしておく。

●

●

新聞の切り抜きや本などのコピーは、日付や書名などの詳細を書いてとっ
ておく。

あると便利なグッズ（例）
●
●
●

● メモ帳
付箋
クリアファイル ● ノート
パソコンやスマートフォン
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５－２ レポートを書いてみよう
情報を整理していたらなんとなくレポートの流れがつかめてきたアリスさん。
レポート作成のコツを司書さんに聞いてみることにしました。
参考になりそうな本とウェブサイトを紹介しますね。レポートのまとめ
方については先生から指定がある場合もあるので注意しましょう。

『論文の教室

レポートから卒論まで』

戸田山和久著 日本放送出版協会

2002.11

作文の苦手な大学生を主人公に、論理的に文章を書くためのノウハウを伝授。
東京都立中央図書館所蔵
請求記号 816.5/5012/ 2002

資料コード

5005699590

『コピペと言われないレポートの書き方教室 3つのステップ』
山口裕之著 新曜社

2013.7

「コピペ」と言われない、正しい引用の方法を分かりやすく解説。レポー
ト作成のアドバイスも豊富。
東京都立中央図書館所蔵
請求記号 816.5/5048/2013

『学びの技

資料コード

7102534145

14歳からの探究・論文・プレゼンテーション』

後藤芳文著、伊藤史織著、登本洋子著 玉川大学出版部

2014.11

発表の準備の方法など、「学びの技」を紹介。
東京都立多摩図書館所蔵
請求記号 002.7/5131/2014

資料コード

学習院大学図書館
「最強のガイドブック」
http://www.gakushuin.ac.jp/univ
/glim/search/howtosearch.html

7104867099

正しい引用方法とあるけど・・・
「引用」って何ですか？

大学生向けのやや難しい（でも最
強の）レポート作成ガイド。
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「引用」とは、自分の文章の中で、他の人の文章をそのまま使うことです。
似たものとして、他の人の文章を自分の言葉で言い換える「要約」もあ
ります。
このように、本やウェブサイトなどを参考にしてレポートを書いたと
きは、必ず「参考資料」として書いておくようにしましょう。

参考資料の書き方（例）
【 本 】 著者名・本の題名・出版社・発行年
【雑 誌】 記事の著者名・記事の題名・雑誌名・出版社・雑誌の号数・発行年/月/日・ページ
【新 聞】 発行年/月/日（曜日）
・新聞名・朝刊か夕刊か・引用したページ・記事のタイトル
【ウェブサイト】 運営者・名称・そのページが作成された日付・URL・情報入手日（そのページを調べた日）

５－３ レポート作成の心得３か条

一、テーマ決め・情報収集には
図書館を活用すべし

二、信頼できる情報か
じっくり見極めるべし

三、参考資料をきちんと
書くべし

よーし、
がんばるぞー！
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６ 都立中央図書館をもっと上手に活用するために
６－１ レファレンスサービスを使おう
都立中央図書館では、レファレンスサービスを実施しています。
レファレンスサービスとは、調べもののプロである図書館司書が、
図書館での調べもののサポートをすることです。
「探している本が見つからない」「このテーマについての本はあ
りますか？」といった様々なご相談にお答えします。

総合案内・相談カウンターへ行ってみよう！
～ある日の様子～

お調べしてみますね

この本みたいなテーマ
の本、ほかにもありま
せんか？

３階のＢゾーンに近い内容の
本がありそうです

あった！
相談して良かったなあ♪

来館しなくても、レファレンスサービスを利用できます
電話で

メールで
マイナンバー制度
についてわかりや
すく解説した新聞
記事はありますか

東京2020大会の
ボランティアにつ
いて、参考になる
資料を教えてくだ
さい

都立図書館ホームページで利用登録を
すると、フォームから申し込めます。
（都内在住・在勤の方のみ）

☎03-3442-8451（代）

「相談係まで」とお伝えください
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６－２ 都立中央図書館Ｑ＆Ａ
都立図書館のOPACで検索すると、「閉架」とありました。
この本はどこにあるんですか？

図書館の書庫にあるので見ることができますよ。都立中央図書館
の本の約80％が書庫にあります。詳しくは付録「都立図書館蔵
書検索パソコンの使い方」（p.18参照）で手続きをしてください。
都立図書館で見つけた本を家でも使いたいので、近所の図書館にもない
か調べたいんですけど…

東京都内の区市町村立図書館にある本の情報を横断的に探せる「統合検索」
を使ってみてください。都立図書館ホームページに入口があります。

都立図書館にない本や雑誌はどうやって探せば良いですか？

先程紹介した「統合検索」でも見つからなかったら、より専門的な本や雑
誌を持っている専門図書館があります。詳しくはp.1７を見てください。
テーマがどうしても決まりません。何かヒントをください！

都立中央図書館では様々なテーマを設定し、館内のあらゆる場所で
ミニ展示またはトピック展示を行っています。
それらもテーマ探しのヒントになるかもしれません。
都立図書館ホームページもぜひ見てくださいね。（p.16参照）
司書さんに質問する内容って、何でも大丈夫ですか？

どんなことでも大丈夫です。テーマ決めや情報収集のお手伝いは得意分野
です。でも、文章のことは先生に教えてもらってください。あと、残念ながら、
宿題の答えは教えることができません。
インターネットの情報だけでレポートを書いたらダメですか？

ダメということはありません。でも、信頼できる情報か、しっかり確かめ
て使うようにしてください。図書館にも来てくれたら嬉しいです。
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７ 都立図書館ホームページのおすすめコンテンツ
東京都立図書館のホームページURL：http://www.library.metro.tokyo.jpです。
レポートや論文におすすめのコンテンツをいくつか紹介します。

1.「知っていると便利」シリーズ

2.「クローズアップ都市・東京情報」

当館職員が作成しているテーマ別の資料
利用ガイドです。主な統計資料を紹介した
「統計資料について」や、「雑誌記事を調べ
るには」など、調べものに役立つ資料をま
とめて紹介しています。
「調べる・相談する」から見ることができ
ます。

東京のニュースや話題を取り上げ、それに
関連する当館の資料やインターネット情報を
紹介しています。都バスのこと、防災のこと、
生き物のこと…など、東京に関することを調
べたいときに、ぜひチェックしてください。
「江戸・東京資料案内」から見ることがで
きます。

3.「江戸・東京デジタルミュージアム」
浮世絵、江戸図、番付などの貴重資料により、江戸・東京の歴史や文化を様々な切り口か
らご紹介しています。実は都立中央図書館では、本物の浮世絵など貴重な資料を持っています。
江戸時代の人たちがどのように暮
らしていたのか、どういう遊びを
していたのかなどを解説していま
す。都立図書館ホームページの
トップページにあるアイコンから
見ることができます。

「学校支援サービス」のページにも役立つ情報が盛りだくさんです。
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みんなが使える調べる場所 専門図書館
学校や地域の図書館をデパートとすれば専門図書館は
その名前の通りズバリ専門店のような場所！
特定の分野を中心に本や資料を集めているのが専門図書館です。
皆さんにも使える専門図書館をいくつかご紹介します。
どんな専門図書館があるんですか？

都立図書館ホームページに専門図書館を検索でき
るデータベース「専門図書館ガイド」があります。
図書館によっては、入館料が必要なところなど、利用にあたって条件
がある場合もあります。十分確認してから行ってください。都立図書館
ホームページのトップページにあるアイコンから見ることができます。

東京国立博物館資料館

東京文化会館音楽資料室

日本・東洋の美術・工芸、歴史・考古分野を
中心に図書約22万冊、雑誌約7,000タイトル
を所蔵しています。
URL:http://www.tnm.jp/modules/r_free_
page/?id=138

音楽専門の図書館です。クラシック音楽を中
心に、民族音楽、邦楽、舞踊などの資料を無
料で閲覧・視聴することができます。
URL:http://www.t-bunka.jp/old/library/ind
ex.html

東京都写真美術館図書室

味の素食の文化センター「食の文化ライブラリー」
蔵書は約40,000冊。江戸～昭和の料理書を
中心とした貴重書も2,000冊以上所蔵してい
ます。読書をしたり、調べものに使うことが
できます。
URL:http://www.syokubunka.or.jp/library/

写真と映像に関する専門図書館です。
写真集、展覧会カタログ、写真評論・写真史・
映像史に関する図書、専門雑誌など国内外の
資料を多数所蔵しています。
URL:https://topmuseum.jp/contents/p
ages/library_index.html

伝統芸能情報館

国立天文台三鷹図書室

情報展示室・図書閲覧室・レクチャー室など
を備えています。図書閲覧室では、演劇・演
芸関係図書などを多数収蔵しています。
URL:http://www.ntj.jac.go.jp/tradition.html
伝統芸能を調べる・見る・学ぶためのサイト
文化デジタルライブラリーもあります。
URL:http://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/

日本における天文学関係の拠点図書室として、
天文学や宇宙科学およびその周辺分野の図書、
雑誌、視聴覚資料、マイクロフィルムなどを所
蔵しています。専門書が主ですが一般向けの図
書もあり、年代も最新の学術雑誌から江戸時代
の古文書までと幅広くカバーしています。
URL:http://library.nao.ac.jp/
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都立図書館蔵書検索パソコンの使い方
１

入館証でログインします。入館証のバーコードをバーコードリーダーで読みこんでください。
ログインしないと書庫内にある図書や雑誌を見るための手続きができません。
入館証
■■■■■■図書館

2

検索条件を指定します。

※○数字は参考です。必ずしもこの通りの順番でなくてもかまいません。

❷ キーワードを入力します
❷ キーワードを入力
❶ 検索項目を選びます
❸ 対象資料に

を入れます

和図書…日本語の本
洋図書…外国語の本（中国語・ハングル除く）
新雑年鑑…新聞・雑誌・年鑑
中韓図書…中国語・ハングルの本

❹ 対象館は中央に

を入れます

❺ 検索ボタンをクリックします

3

検索結果が表示されます。見たい本の名前をクリックします。
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４

本の詳細情報が表示されます。

４－１

開架（棚に並んでいる本）

配架図を見ることができます。
何階のどの辺りにあるか地図が表示されます。

本の配置場所がわかります。

（※この場合、3階Ｂゾーン美術コーナー）

４－２

閉架（書庫の中にある本）

❶ クリックします
❷ チェックを入れます

❹ クリックします

❸ クリックします

４－３

閉架（書庫の中にある雑誌、新聞） ※図書と違い、請求票が必要です。

請求票を出して、1階「資料お渡し・返却カウンター」へお持ちください。

❶ クリックします

出納申込（４-２）及び請求票（４-３）で申込をした資料は、
電光掲示板に入館証番号が表示された後に、１階「資料お渡し・返却カウンター」で受け取れます。
利用終了後は必ずログアウトしてください。

❶ クリックします
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NDCって何？

0

000 総記

1

010 図書館

110 哲学各論

020 図書、書誌学

120 東洋思想

030 百科事典

130 西洋哲学

040 一般論文・講演集

140 心理学

050 逐次刊行物

150 倫理学、道徳

060 学会、団体、研究調査機関

160 宗教

070 ジャーナリズム、新聞

170 神道

080 叢書、全集

180 仏教

090

190 キリスト教

総記

General Works

General works
Libraries, Library & information sciences
Books, Bibliography
General encyclopedias

General collected essays
General serial publications
General societies
Journalism,

General collections

2

哲学

Phllosophy

100 哲学

Philosophy

Special treatises on philosophy

図書館の本は、日本十進分類法（NDC）で
分類されています。

Oriental thought
Western philosophy
Psychology

●

Ethics. Morals
Religion

分類番号は本のテーマを表しているので、近い
番号の本は似たテーマの本であることを示して
います。

Shinto

Buddhisms

Christianity

200 歴史

3

300 社会科学

4

400 自然科学

5

210 日本史

310 政治

410 数学

510 建設工学、土木工学

220 アジア史、東洋史

320 法律

420 物理学

520 建築学

230 ヨーロッパ史、西洋史

330 経済

430 化学

530 機械工学

240 アフリカ史

340 財政

440 天文学、宇宙科学

540 電気工学

250 北アメリカ史

350 統計

450 地球科学、地学、地質学

550 海洋工学、船舶工学

260 南アメリカ史

360 社会

460 生物科学、一般生物学

560 金属工学、鉱山工学

270 オセアニア史、南太平洋諸島

370 教育

470 植物学

570 化学工業

280 伝記

380 風俗習慣、民俗学

480 動物学

580 製造工業

290 地理、地誌、紀行

390 国防、軍事

490 医学

590 家政学、生活科学

6

600 産業

7

700 芸術、美術

8

800 言語

9

610 農業

710 彫刻

810 日本語

910 日本文学

620 園芸

720 絵画

820 中国語

920 中国文学

630 蚕糸業

730 版画

830 英語

930 英米文学

640 畜産業

740 写真

840 ドイツ語

940 ドイツ文学

650 林業

750 工芸

850 フランス語

950 フランス文学

660 水産業

760 音楽

860 スペイン語

960 スペイン文学

670 商業

770 演劇

870 イタリア語

970 イタリア文学

680 運輸、交通

780 スポーツ、体育

880 ロシア語

980 ロシア文学

690 通信事業

790 諸芸、娯楽

890 その他の諸言語

990 その他の諸文学

歴史

History

General History
General history of Nippon
General history of Asia

General history of Europe
General history of Africa

General history of North America
General history of South America

General history of Oceania. General history of Polar regions
General biography

Geography, Topography, Travel

産業

Industry

Industry and commerce
Agriculture
Horticulture
Sericulture. Silk industry
Animal husbandry
Forestry

Fishing industry. Fisheries
Commerce

Transportation services
Communication services

社会科学

Social sclences

Social sciences

自然科学

Natural sclences

Natural sciences

Political science

Mathematics

Law

Physics

Economics

Chemistry

Public finance

Astronomy. Space

Statistics

Earth sciences

Sociology

Biology

Education

Botany

Customs, folklore and ethnology

Zoology

National defence. Military science

Medical sciences

芸術

The Arts

The arts. Fine arts

言語

Language

Language

Sculpture. Plastic arts

Japanese

Painting. Pictorial arts

Chinese

Engraving

English

Photography and photographs

German

Industrial arts

French

Music

Spanish

Theater

Italian

Sports and physical

Russian

Accomplishments and amusements

Other languages
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技術

Technology

500 技術、工学

Technology. Engineering

Construction. Civil engineering
Architecture. Building
Mechanical engineering
Electrical engineering
Maritime

Metal and mining engineering
Chemical technology
Manufactures

Domestic arts and

文学

Literature

900 文学

Literature

Japanese literature
Chinese literature
English and American literature
German literature
French literature

Spanish literature
Italian literature

Russian literature

Literatures of other languages
※NDC 新訂９版

フロア案内
●特別文庫室
●閲覧室

5階

●セミナールーム
●音声・映像資料室
●カフェテリア

５Ｆカフェテリア

●企画展示室
●多目的ホール

4階

●閲覧室
●グループ閲覧室

４Ｆグループ閲覧室

●人文科学系資料・閲覧室
▶

図書館学、哲学、歴史、地理、風俗習慣、民族（俗）、芸術、

中国語、韓国・朝鮮語資料

▶

人物情報

閲覧室

美術情報コーナー

▶

地方史コーナー

▶ ▶

3

スポーツ、語学、文学など

階

●視覚障害者サービス室

●社会・自然科学系資料・閲覧室
▶

情報科学、政治、経済、財政、統計、社会学、教育、数学、
物理、化学、天文、地学、生物、工業、農林水産業、商業、

2階

1階

閲覧室

交通、通信など

▶▶

●受付カウンター・ロッカー室 ●総合案内・相談カウンター
●資料お渡し・返却カウンター ●複写受付カウンター
●都市・東京情報コーナー
●ビジネス情報コーナー
●法律情報コーナー
●健康・医療情報コーナー
●新聞閲覧コーナー
●中央ホール
検索コーナー（インターネット、オンラインデータベース）
展示コーナー（オリンピック・パラリンピックコーナー、伝統・文化コーナー、Books on Japanコーナー）
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１Ｆ中央ホール展示コーナー

１Ｆ中央ホール全景

編集後記
このガイドブックは中学生、高校生の皆さんが、
都立中央図書館を活用して各自の学習を深めることが
できるように作成したものです。一部の内容（蔵書
検索パソコンの使い方など）を除いては、近くの図書館や
学校の図書室を使う場合にも活用することができる
ようにしました。
都立中央図書館がこのような内容のガイドブックを
作成するのは初めてのことです。使ってみての感想
など、ぜひお寄せ下さい。
なお、作成に当たっては東京都立小山台高等学校の
五十嵐康之先生、中央大学附属中学校・高等学校司書
教諭の平野誠先生にお力添えをいただきました。この
場をお借りして深くお礼申し上げます。

平成29年３月
東京都立中央図書館

MEMO

