２
１

大阪市の図書館
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
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
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大阪市立図書館 調べかたガイド
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外国語資料の
調べかた
（3）
外国語新聞の調べかた・
近郊類縁機関紹介

●年末年始●蔵書点検期間
TEL

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

06-6632-4946

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

？

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
TEL 06-6539-3300(インフォメーション)

最新の内容は Web でもご覧いただけます

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
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外国語資料の調べかた（3）
外国語新聞の調べかた・近郊類縁機関紹介

各商用データベースの利用については、当館ホームページ
「商用データベース」をご覧ください。
WEB トップページ>「調べる・相談する」>「商用データベース」

Ver.4.4 2019.4.1
大阪市立図書館では、日本で暮らす、外国語を母語とする
方のための外国語資料を多く所蔵しています。
ここでは、外国語新聞や記事についての調べかたと、外国の

近郊類縁機関紹介
大阪国際交流センター インフォメーションセンター

さまざまな情報が入手できる近郊類縁機関をご紹介します。

http://www.ih-osaka.or.jp/information/

外国資料コーナー(外国語新聞)

大阪市天王寺区上本町8-2-6

大阪市立図書館ホームページ「外国語資料」ページでは「大阪
市立図書館 館別 外国語資料 言語一覧」を掲載しています。
WEB 大阪市立図書館「外国語資料」ページ
https://www.oml.city.osaka.lg.jp/?page_id=1562
中央
１階右閲覧室に、外国資料コーナーがあります。

06-6773-8989

海外の新聞・雑誌と多文化共生、国際交流・協力、留学生支
援に関する資料を収集しています。

国際交流基金 関西国際センター図書館
http://www.jfkc.jp/ja/library/
大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北3-14

072-490-2605

主に日本の文化・社会を紹介する資料を収集しています。

新聞は、8言語、16紙。バックナンバーも保存しています
(保存期間約１年)。当月分をカウンター内に取り込んでいる
新聞があります。1F相談カウンターでおたずねください。
中央図書館ホームページ「言語・外国資料コーナー」のペ
ージで、外国資料コーナーの案内をご覧いただけます。ホ
ームページから、外国語新聞リストも見ることができます。
WEB 上記「外国語資料ページ」>「言語・外国語資料コーナー」
地域館
外国語新聞を所蔵している地域図書館は次の通りです。
英語＝阿倍野、城東、住吉、天王寺、東成、東淀川

関西アメリカンセンター・レファレンス資料室
https://jp.usembassy.gov/ja/education-culture-ja/kansai-am
erican-center-ja/
大阪市北区西天満2-11-5米国総領事館ビル6階
アメリカの行政関係資料、統計、議事録などの情報提供を行
っています（事前予約制）。

アジア図書館

http://www.asian-library-osaka.org/library/
大阪市東淀川区淡路 5-2-17 06-6321-1839
アジア、アラブ、アフリカ、中南米など異文化、異民族理解の
ための資料を所蔵しています。

中国語＝旭、大正、東淀川 (各館とも簡体字)

ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川（旧称：ドイツ文化センター京都）図書室

韓国・朝鮮語＝生野

https://www.goethe.de/ins/jp/ja/sta/kyo/bib.html
京都市左京区吉田河原町 19-3 075-761-2188

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。

ドイツ語書籍、新聞、雑誌、DVD など所蔵しています。ホーム

商用データベース

ページでドイツ語による蔵書検索が可能。

国立国会図書館関西館アジア情報室

以下の商用データベースで外国語記事について検索できます。

https://rnavi.ndl.go.jp/asia/

DB 日経テレコン（日経四紙記事）

京都府相楽郡精華町精華台8－1－3 0774-98-1390

日本発行の英字新聞、経済情報（Nikkei English Newｓ）の記事検索。

アジア、中東・北アフリカの地域を対象とする資料・情報を収

中央 地域館 多機能OMLIS>新聞記事をさがす

集しています。アジア関係リンク集、アジア情報の調べ方案

DB 毎索(マイサク)（毎日新聞記事）
英文ニュースサイト「The Mainichi」の記事検索（2008年6月2日～）。
中央 地域館 多機能OMLIS>新聞記事をさがす
DB ヨミダス歴史館（読売新聞記事）
英字新聞「The Japan News」の記事検索（1989年9月～）。

内、アジア情報機関ディレクトリーなどアジアに関する情報が
充実しています。
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」

中央 地域館 多機能OMLIS>新聞記事をさがす
中央
DB 聞蔵Ⅱビジュアル（朝日新聞記事）

中央図書館

中央3階 中央図書館3階のデータベース専用端末のみで利用可

英字新聞「ヘラルド朝日」の記事検索（2001年4月～2011年2月）と、

地域館 地域図書館（各区の大阪市立図書館）

英文ニュースサイト「Asia & Japan Watch」の記事検索（2011年3月～）。

WEB

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

中央 地域館 多機能 OMLIS>新聞記事をさがす

DB

商用データベース(大阪市立図書館内多機能 OMLIS で閲覧可)

