大阪市の図書館

２
６

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

動
物
・
植
物
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動物・植物4
図鑑・百科事典
特徴から名前を調べる
ペット・園芸
商用データベース・
Web サイトで調べる
相談窓口

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

大阪市立中央図書館

11 医療情報の調べかた

27 会社情報

〒550-0014 大阪市西区北堀江 4-3-2

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

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
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動物・植物

商用データベース
DB JapanKnowledge(ジャパンナレッジ)（事典・辞書等）

Ver.2.2 2019.4.1

各種の図鑑や事典類を、横断検索することができます。項目に
よっては、写真や図版も表示されます。

図鑑・百科事典に載っているか調べる
どの図鑑・百科事典にどのような見出しで載っているかが分
かる事典があります。同定に必要な学名等の情報も記載されて
おり、図鑑ごとに収録図版(カラー・モノクロ・写真・図)の種類も
明示されています。
『動物レファレンス事典』(日外アソシエーツ)ID 0010777831
『植物レファレンス事典』『同2』(日外アソシエーツ)
ID 0010683102、0011792960
『魚類レファレンス事典』『同2004-2014』(日外アソシエーツ)
ID 0010889275、0013563397
『昆虫レファレンス事典』『同2』(日外アソシエーツ)
ID 0010984933、0012281673
中央 3階調査研究コーナー 他
地域館 相談カウンターでおたずねください

動物・植物の特徴から名前を調べる
一般的な事典は、名前が分らないと調べることができません
が、動植物の特徴から逆引きができる図鑑もあります。
『原色○○検索図鑑』 北隆館の検索図鑑シリーズ
○○には植物や鳥類、野草などの言葉が入ります。
『検索入門○○』 保育社の検索入門シリーズ
○○には魚やセミ・バッタ、きのこなどの言葉が入ります。
『羽 : 原寸大写真図鑑』(文一総合出版)ID 0010695578

DB ルーラル電子図書館（農業・食）
農文協の出版物などのデジタルデータを検索、閲覧、利用する
ことができます。
中央 地域館 多機能 OMLIS>調べものをする

電子書籍 EBSCO eBooks
北隆館の『原色○○図鑑』シリーズなど、電子書籍でもご
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
は全館設置の「電子書籍 EBSCOeBooks のご案内」をご覧くだ
さい。

動植物に関する相談は
大阪市立自然史博物館 （代）TEL：06-6697-6221
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
自然史博物館サイト「Q＆A」の質問コーナーより、動物や植
物の質問をメールで受付けています。

花と緑と自然の情報センター （代）TEL：06-6694-8788
https://www.nagai-park.jp/n-syoku/n-jyoho.html
「みどりの相談コーナー」TEL：06-6697-7856
https://www.nagai-park.jp/n-syoku/consul.html
花と緑に関する様々な質問や相談に答えてくれます。

咲くやこの花館 （代）TEL：06-6912-0055
https://www.sakuyakonohana.jp/
「花とみどりの相談コーナー」TEL：06-6912-7230
https://www.sakuyakonohana.jp/about/soudan/

『足跡図鑑 : フィールドガイド』(日経サイエンス)ID 0000352239

相 談 スケジュールは直 接 お問 い合 わせください。

『葉っぱでおぼえる樹木』(柏書房)ID 0011059668
『葉っぱでおぼえる樹木２』(柏書房)ID 0011392663
『樹木の葉-実物スキャンで見分ける1100種類-』(山と溪谷社)
ID 0012934126
『花と葉の色・形・開花時期でひける花の名前がわかる本-身
近で見られる四季を彩る草花・花木450種-』(成美堂出版)
ID 0012045093

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」
から当館ホームページを閲覧できます。
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」
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

地域館 地域図書館（各区の大阪市立図書館）

中央 2階技術産業コーナー 他

WEB

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

地域館 相談カウンターでおたずねください

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)

ペット・園芸について
ペット(犬・猫・小鳥)の飼い方・写真集は、ペット飼育（分類
645～646）のコーナーにあります。また、花や野菜の育て方の
本は、園芸（分類620）のコーナーにあります。
中央 2階技術産業コーナー 他
地域館 相談カウンターでおたずねください

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）

