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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

●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
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本文を閲覧する
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複写物を入手する

？

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
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大阪市立図書館 調べかたガイド

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

雑誌記事・論文の書誌情報を調べる
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雑誌記事・論文を入手するには
Ver.2.6

2019.4.1

複写物を入手する場合に必要な書誌情報は、①記事・論文の
タイトル、②著者、③収録誌のタイトル、④発行年月または巻
号、⑤収録ページ の 5 点です。

この調べかたガイドでは、雑誌記事や、学術誌や紀要などに掲

雑誌記事・論文の書誌情報の調べかたについては、「調べか

載された論文を閲覧・入手する方法を紹介します。

たガイド 10 雑誌記事のさがしかた」をご参照ください。

雑誌の所蔵機関を調べる
商用データベースで本文を閲覧する
図書館でご利用いただける商用データベースには、雑誌記事
の本文を閲覧できるものがあります。収録範囲等について、詳
しくは、各館の相談カウンター備えつけの「現行逐次刊行物目
録」内の「大阪市立図書館多機能 OMLIS 商用データベース
提供 雑誌リスト」をご覧ください。
検索結果のプリントアウトは、中央図書館 3 階のデータベース
専用端末でできます（A4 カラーのみ 1 枚 50 円）。
DB 聞蔵Ⅱビジュアル

『AERA』『週刊朝日』

DB 毎索(マイサク)

『週刊エコノミスト』
中央 地域館 多機能 OMLIS>新聞記事をさがす

DB 日経 BP 記事検索サービス 日経 BP 社発行の専門誌

ルーラル電子図書館

月刊『現代農業』など
中央 地域館 多機能 OMLIS>調べものをする

DB

※『 』内は DB に収録されている雑誌タイトルです。

Web で本文を閲覧する
CiNii Articles－日本の論文をさがす- https://ci.nii.ac.jp/
国立情報学術研究所が提供する学術論文情報の検索デー
タベースです。日本国内の学協会学術雑誌や大学研究紀
要等に掲載された論文の検索ができます。一部の論文は本
文データを Web 上で閲覧できます。

J-STAGE 科学技術情報発信・流通総合システム
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja
科学技術振興機構が提供する、科学技術関係の論文のデ
ータベースです。論文内容の抄録や本文データを、Web 上
でご覧いただけるものもあります。

Google Scｈolar https://scholar.google.co.jp/
学術出版社・専門学会・大学などの出版物を検索できます。
検索結果一覧の中で、論文タイトルの前に［PDF］と表示さ
れているものは、本文データを PDF で閲覧できます。

大学図書館の所蔵を調べる
CiNii Books - 大学図書館の本をさがす （国立情報学研究所）
https://ci.nii.ac.jp/books/
全国の大学図書館等が所蔵する図書・雑誌の情報を検索
できます。

公共図書館の所蔵を調べる
公共図書館の所蔵雑誌については、全国を横断検索でき
るデータベースはありません。国立国会図書館サーチでは、
国立国会図書館が所蔵する資料のほか、都道府県立図書
館、政令指定都市の市立図書館の所蔵の横断検索ができ
ます。また、都道府県立図書館のサイトの多くには、県内図
書館の横断検索機能がありますので、ご活用ください。

国立国会図書館サーチ（NDL Search）
https://iss.ndl.go.jp/

大阪府 Web-OPAC 横断検索 （大阪府立図書館）
http://mets2.elib.gprime.jp/copac_pref_osaka/advance_table.php

記事・論文の複写物を入手する
論文の複写物を入手する方法は、収録誌の所蔵機関によっ
て異なります。中央図書館 3 階相談カウンター、もしくは各地
域図書館のカウンターでおたずねください。
大学に所属の方は、大学図書館におたずねください。

国立国会図書館で所蔵
国立国会図書館の登録利用者ＩＤをお持ちの場合は、国立
国会図書館サイト上から、もしくは郵送にて、遠隔複写サー
ビスを申し込むことが可能です。
利用者ＩＤをお持ちでない場合、図書館を経由してのお申
し込みになります。中央図書館３階相談カウンターもしくは
地域図書館のカウンターでおたずねください。

都道府県立図書館などの公共図書館で所蔵
郵送複写サービスをおこなっているところが多くあります。お
申し込み方法や料金のお支払い方法は図書館によって異
なりますので、直接、都道府県立図書館等におたずねくだ
さい。

大学図書館で所蔵
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」

多くの場合、複写物の入手には公共図書館を通じてのお申

中央

ウンターでおたずねください。

中央図書館

し込みが必要です。公共図書館が発行する紹介状があれ
ば､直接出向いて利用できる大学図書館もあります。詳しく
は、中央図書館３階相談カウンターもしくは地域図書館のカ

地域館 地域図書館（各区の大阪市立図書館）

最近は、学生以外の市民にも開放している大学図書館が増

WEB

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

えてきました。Web サイトに「学外者の利用」の案内を載せて

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)

いることが多いので、ご確認ください。

