大阪市の図書館

大阪市立図書館 調べかたガイド

中央図書館 TEL 06-6539-3302(調査相談)
220万冊を超える図書と豊富な雑誌・新聞があり、大阪市
立図書館のセンターとして、専門職の司書が調べもののお
手伝いをします。
開月～金(第1･3木曜日は休館)
土･日曜日､祝･休日

9:15～20:30
9:15～17:00

休 ●第1･3木曜日(祝・休日は開館)●年末年始●蔵書点検期間

地域図書館
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身近な本棚として各区に一館あり、6～10万冊を所蔵。基
本的な調べもの用の本がそろい、専門職の司書が中央図書
館と連携して調べもののお手伝いにあたります。
開 火～金(第3木曜日は休館)

10:00～19:00

土･日曜日､祝･休日、7/21-8/31の月曜日 10:00～17:00
休 ●月曜日･第3木曜日(祝・休日は開館) 7/21-8/31の月曜日は開館

TEL

長期統計

TEL

北図書館

06-6375-0410

東成図書館

06-6972-0727

都島図書館

06-6354-3229

生野図書館

06-6717-2381

福島図書館

06-6468-2336

旭図書館

06-6955-0307

此花図書館

06-6463-3463

城東図書館

06-6933-0350

島之内図書館 06-6211-3645

鶴見図書館

06-6913-0772

港図書館

06-6576-2346

阿倍野図書館 06-6656-1009

大正図書館

06-6552-1116

住之江図書館 06-6683-2788

天王寺図書館 06-6771-2840

住吉図書館

浪速図書館

東住吉図書館 06-6699-7000

06-6606-4946

西淀川図書館 06-6474-7900

平野図書館

06-6793-0881

淀川図書館

西成図書館

06-6659-2346

06-6305-2346

地域ごとの統計
大阪の統計

●年末年始●蔵書点検期間

06-6632-4946

統計ガイド
総合統計

？

東淀川図書館 06-6323-5476

大阪市立図書館 調べかたガイドシリーズ
１ 図書館で調べもの～調査相談(レファレンス)サービスのごあんない～
２ 新聞記事の調べかた

15 美術作品、画家等の調べかた

３ 地価

16 地図の調べかた

４ 教科書

17.18 法令 基本編.応用編

５ 官報

19.20.21 外国語資料の調べかた 1.2.3

６ 規格・特許

22 和歌・俳句のさがしかた

７ 著作権関連の調べかた

23 映像資料

８ 写真のさがしかた

24 雑誌記事・論文を入手するには

９ 翻訳図書のさがしかた

25 人物

10 雑誌記事のさがしかた

26 動物・植物

11 医療情報の調べかた

27 会社情報

12.13 判例 基本編.応用編

28.29 統計 基本編.応用編

14 楽譜・音楽情報の調べかた

30 漢詩のさがしかた

！
大阪市立中央図書館
〒550-0014 大阪市西区北堀江 4-3-2

最新の内容は Web でもご覧いただけます

TEL 06-6539-3300(インフォメーション)

https://www.oml.city.osaka.lg.jp

06-6539-3302(調査相談)
https://www.oml.city.osaka.lg.jp
大阪市立図書館は知識創造型図書館を目指します

大阪市立図書館 調べかたガイド

統計

28

地域ごとの統計

基本編

基本的な統計を地域ごとに比較したい時に役立つ資料です。

Ver.2.7

2019.2.16

政府や民間団体が毎年様々な調査に基づき多数の統計を

『統計でみる市区町村のすがた』（総務省統計局 年刊）
『データでみる県勢』（矢野恒太記念会 年刊）
『民力』（朝日新聞出版 2015年版をもって終刊）

発表していますが、学術研究やビジネスに役立てるためには、

『社会生活統計指標』（総務省統計局 年刊）

求める条件に合った、信頼のおける統計資料を効率よく探す必

『地域経済総覧』（東洋経済新報社 年刊）

要があります。この調べかたガイドでは、統計を探すためのガイ

『日本都市年鑑』（第一法規 年刊）

ドや基本的な統計書をご紹介します。

『大都市比較統計年表』（大都市統計協議会 年刊）

図書館では統計書のバックナンバーも所蔵しています。創刊

いずれも最新分は中央 3 階調査研究コーナー

から続けて所蔵している統計書もあります。詳しくは相談カウン
ターでおたずねください。

長期統計
長期にわたっての数値を確認したい時に便利な資料です。

統計ガイド

『日本長期統計総覧 新版』1～5巻・別巻（日本統計協会）

求める統計がどの統計書に載っているか確認できるガイドで

『数字でみる日本の100年』（矢野恒太記念会）

す。

『完結昭和国勢総覧』1～4巻（東洋経済新報社）

『統計情報インデックス 2008』（日本統計協会） ID 0011766638

☆『明治大正国勢総覧』（東洋経済新報社）

『白書統計索引 2016』（日外アソシエーツ）

『マクミラン新編世界歴史統計』1～3巻（東洋書林）

ID 0014254119

『ビジネスデータ検索事典 2012』（日本能率協会総合研究所） ID 0012588898

☆は中央 書庫（相談カウンターでおたずねください）

『国際比較統計索引』（2010年）（日外アソシエーツ） ID 0012006958

ほかはいずれも中央 3 階調査研究コーナー

いずれも中央 3 階相談カウンターでおたずねください

（独）統計センター「政府統計の総合窓口 e-Stat」
http://www.e-stat.go.jp/

総合統計
各分野から基本的な統計表が集められた資料です。それぞれ

ほかに、『日本経済統計集』、『長期経済統計 推計と分析』、
『明治・大正期日本経済統計総観』、『明治以降本邦主要経済
統計』などの資料もあります。

総務省統計局「日本の長期統計系列」
http://www.stat.go.jp/data/chouki/index.htm

の統計表には、その原資料として、より詳しい統計資料のタイト

大阪の統計

ルが記載されていることがあり、統計を探すためのツールとして

大阪の統計を調べる時は、まずはじめに見るとよい資料です。

も使えます。

国勢調査のような非常に詳しい統計も、大阪に的をしぼってま

『日本統計年鑑』（総務省統計局 年刊）

とめられているため、効率よく見ることができます。また、より詳し

明治から昭和初期にかけては『日本帝国統計年鑑』のタイト

い統計資料へのガイドとしても使えます。また古いものは、国立

ルでした。当館では初回明治 15 年版から所蔵しています。

国会図書館デジタルコレクションで閲覧できるものもあります。

『日本の統計』（総務省統計局 年刊）
『日本国勢図会』（矢野恒太記念会 年刊）
『世界統計年鑑』（原書房 年刊）

『大阪市統計書』（大阪市 年刊）
明治32年版の創刊から所蔵しています。
『大阪府統計年鑑』（大阪府総務部統計課 年刊）

『世界の統計』（総務省統計局 年刊）

明治から昭和初期は『大阪府統計表』『大阪府統計書』のタイ

『世界国勢図会』（矢野恒太記念会 年刊）

トルでした。当館での最古の所蔵は明治14年版です。

『データブックオブ・ザ・ワールド』（二宮書店 年刊）

いずれも中央 大阪資料（開架書庫）コーナー等
地域館 所蔵についてはカウンターでおたずねください。

『世界統計白書』（木本書店 年刊）
いずれも最新版は中央 3 階相談カウンターでおたずねください

総務省統計局 http://www.stat.go.jp/
ページ下部の“総合統計書”の欄で、最新の総合統計を見る
ことができます。

大阪市「統計情報」
http://www.city.osaka.lg.jp/shisei/category/3055-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html

大阪府「大阪府の統計情報」
http://www.pref.osaka.jp/toukei/top/
地域館の所蔵について詳しくは各館におたずねください。

中央

中央図書館

WEB

当館ホームページ https://www.oml.city.osaka.lg.jp/

ID 大阪市立図書館の｢書誌ID｣（お問い合わせの際にお伝えください）

ここで紹介した Web サイトのアドレスは、当館ホームページにリ
ンクがあります。館内では利用者用検索端末「多機能 OMLIS」
で閲覧できます。
WEB トップページ>「調べる・相談する」>「調べものお役立ちリンク集」

