大阪市の図書館

２
５

中央図書館 TEL 06-6539-3302(調査相談)
200万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

土･日曜日､祝･休日

25

人 物

4

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)

人
物

のお手伝いをします。
開月～金(第1･3木曜日は休館)

大阪市立図書館 調べかたガイド

10:00～19:00

事典で調べる
日本の歴史上の人物・
大阪にゆかりの人物を調べる
商用データベース・
Web サイトで調べる

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

●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

最新の内容は Web でもご覧いただけます
https://www.oml.city.osaka.lg.jp

！
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)
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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事典で調べる
人物について調べるには、政治家、実業家、芸術家など、各界で活躍
中の人物を収録した人物事典が便利です。

電子書籍で調べる
関連の図書について、電子書籍サービスでもご覧いただけるものがあ
ります。詳しくは、当館ホームページまたは全館に設置の「電子書籍
EBSCO eBooksのご案内」をご覧下さい。

商用データベースで調べる
大阪市立図書館の利用者端末「多機能OMLIS(オムリス)」からは、商
用データベースを利用して調べることができます。

現代の人物を調べる

DB 聞蔵Ⅱビジュアル（朝日新聞 一部記事写真閲覧可）

中央図書館3階ビジネス調査コーナーには、人物を調べるための事典

人物データベースから、各界で活躍中の人物の経歴や連絡先などの
検索が可能(本人了承の情報に限る)。
中央 地域館 多機能OMLIS>新聞記事をさがす

が多くあります。 地域館 相談カウンターでおたずねください

『人事興信録』第45版（2009年刊をもって終刊）
上 ID 0011802459 下 ID 0011802458

『現代日本人名録2002』全4巻 ID 0010228810 他
『現代外国人名録2016』 ID 0013985428
世界各国・各界で活躍中の人物10,004人を収録。職業、肩書、国籍、
生年月日、学歴、受賞歴も掲載。

『職員録』 （国立印刷局） 最新2年分(古いものは閉架書庫)
国の機関、独立行政法人などの職員、都道府県・市町村の公務員、
機構図や定員、官署の所在地・電話番号を掲載。

日本の歴史上の人物を調べる
『日本歴史人名辞典』 ID 0080038771

DB ヨミダス歴史館（読売新聞記事）
人物の職業肩書、出身校名、出身地などからの検索が可能。
中央 地域館 多機能OMLIS>新聞記事をさがす

DB JapanKnowledge(ジャパンナレッジ)（事典・辞書等）
「日本人名大辞典」など、各事典に収録されている人物情報の検索が
可能。
中央 地域館 多機能OMLIS>調べものをする

DB 日外e-レファレンス・ライブラリー
古代から現代に至るまでに活躍した日本史上の人物約17万人、古代
から20世紀までに活躍した諸外国の歴史上の人物約17万人が、どの
事典に掲載されているかを明示したデータベース。
中央 地域館 多機能OMLIS>調べものをする

『姓氏家系歴史伝説大事典』 ID 0010571412
『図説明治人物事典』全2巻 ID 0000834180 他

Webサイトで調べる

明治時代を築き支えた人を、当時の新聞雑誌の挿絵で紹介。

『大武鑑』全3巻 ID 0070069723 他

日本人名情報索引(人文分野)データベース (国立国会図書館リサーチ･ナビ)

江戸時代の旗本、諸大名の石高、家系、家老、家臣の氏名など掲載。

https://rnavi.ndl.go.jp/jinmei/
国立国会図書館所蔵の和図書・和雑誌から、日本人の人名情
報を収録する人名辞典及びそれに類する資料を選び、書誌や
収録内容のキーワードからの検索を可能としたデータベースで
す。

中央 3階調査研究コーナー
地域館 相談カウンターでおたずねください

大阪にゆかりの人物を調べる
『大阪府人物・人材情報リスト』最新分 中央 3階相談カウンターへ
物故者および在日外国人も含めた大阪府の関係者を収録。
図書、雑誌、新聞の文献情報も掲載。活動分野別索引つき。

『大阪人物誌』 全2巻 正編 ID 0000244947 続編 ID 0000244946
慶長元和から近世までに浪華の文化事業に貢献したとされる、大阪お
よび近郊〈池田、伊丹、河内地方〉の人物を収録。
中央3階大阪コーナー 地域館 相談カウンターでおたずねください

kotobank（コトバンク） https://kotobank.jp/
朝日新聞出版、講談社、小学館などの辞書、事典から、様々な
用語を一度に検索でき、「デジタル版日本人名大辞典ｐｌｕｓ」
（講談社）や「朝日日本歴史人物事典」（朝日新聞出版）などの
人名事典の本文内容を見ることができます。

researchmap https://researchmap.jp/
研究者向けのウェブサービスサイトです。登録している研究者
の検索が可能で、略歴や所属・研究分野などが確認できます。

大阪府立中之島図書館「おおさかポータル」
このほかにも、調べたい人物に関連のある分野の事典などに掲載され

人物の肖像をお探しの場合は、調べかたガイド(8)「写真のさがしかた」、
(15)「美術作品、画家の調べかた」を参照ください。

http://www.library.pref.osaka.jp/site/osakaportal/index.html
大阪府立中之島図書館のホームページより利用できるデータ
ベースです。大阪関係の人名・地名・行事名・事件名・建築物
名などから、その事項について記述のある文献を検索できま
す。

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。

ｅ-hoki（新日本法規出版株式会社）

ている場合もあります。
例) 音楽家を調べる→音楽関係の事典も調べる

中央

中央図書館

地域館 地域図書館（各区の大阪市立図書館）
WEB

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

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)

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）

http://www.e-hoki.com/
主要な法令や規則・告示のほかに、裁判官・弁護士・税理士・
法曹界人事の検索ができる法律情報サイトです。平成14年7月
1日以降の全国の裁判官の異動履歴を見ることができます。
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」

