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
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)

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

06-6606-4946

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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商業・工業・サービス業
労働

10:00～19:00

土･日曜日､祝･休日、7/21-8/31の月曜日 10:00～17:00

06-6632-4946

２
９

教育
医療
消費・社会生活

？

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

医療
大阪市立図書館 調べかたガイド

統計
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応用編
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各分野の多数ある統計書の中から主なものをご紹介します。

人口
『国勢調査報告』（総務省統計局）
国内に居住するすべての人口を対象とする5年ごとの全数調
査で、当館では開始当初の大正9年版から所蔵しています。
主な人口統計としてはほかに、転出入について詳しい『住民
基本台帳人口移動報告年報』や、生死・結婚・離婚について
詳しい『人口動態統計』などがあります。

金融
『金融経済統計月報』（日本銀行 月刊）
日本銀行発行の最も基本的な金融統計です。当館では 1956
年 1 月号から 1963 年 12 月号および 1986 年 1 月号以降を
所蔵しています（旧タイトル『経済統計月報』）。
『日本銀行統計』（日本銀行 年刊）
上記の長期版です。2005 年夏号より季刊として創刊、2009 年
版から年刊となりました。当館では創刊から所蔵しています。
2017 年版をもって終了し、公表はインターネットに移行しまし
た。以下の日本銀行のサイトをご覧ください。
https://www.boj.or.jp/statistics/outline/notice_2017/not1708
31a.htm/

商業・工業・サービス業
『経済センサス 基礎調査報告』（総務省統計局）
経済センサスには基礎調査と活動調査があります。基礎調査
は平成21年7月に、活動調査は平成24年2月に初めて実施、
以後それぞれ5年ごとに実施される予定です。報告書は今の
ところ基礎調査のみ刊行され、当館でも所蔵していますが、
都道府県別結果については大阪のみ所蔵しています。
なお、従来の『事業所・企業統計調査報告』『サービス業基本
調査報告』は、この『経済センサス』に統合されました。バック
ナンバーはご覧いただけます。
ほかにこの分野の主な統計書では、『商業統計表』『工業統
計表』『特定サービス産業実態調査報告書』などがあります。

『厚生統計要覧』（厚生労働省 年刊）
医療・福祉などの厚生分野の統計をコンパクトにまとめたもの。
当館では昭和44年版から所蔵しています。
『国民衛生の動向』（年刊）
前半に衛生動向について図表を用いた解説があり、後半に
医療・保健統計を広範囲に収録しています。当館では昭和32
年版から所蔵しています。

消費・社会生活
『家計調査年報』（総務省統計局 年刊）
消費動向の調査の中で最も基本的なもので、当館では昭和
32年版から所蔵しています。
主な消費統計としてはほかに、家計調査より標本世帯数が多
いが頻度が5年ごとである『全国消費実態調査報告』や、対象
をIT関連機器や高額商品に特化している『家計消費状況調
査年報』、支出の予定・主要耐久消費財の普及率の掲載があ
る『家計消費の動向 消費動向調査年報』などがあります。
『社会生活基本調査報告』（総務省統計局）
生活時間の配分、余暇時間の主な活動などの調査で、5年ご
とに実施されています。当館では開始当初の昭和51年版から
所蔵しています。
ほかに類似のものとして、NHK放送文化研究所が5年ごとに
おこなっている『国民生活時間調査』があり、当館では開始当
初の昭和16年版および1962年版以降を所蔵しています。
ここで紹介した図書は、いずれも最新分は中央 3 階調査研究
コーナーにあります。ただし『金融経済統計月報』については
最近 1～2 年分は中央 2 階雑誌コーナーにあります。バックナ
ンバーについては相談カウンターでおたずねください。
地域館の所蔵については各館におたずねください。
ここで紹介した図書のうち、『タイトル』の後に（省庁名または日
本銀行）が入っているものは、最近のデータをインターネットで
見ることができます。下記リンクから各統計タイトルを選択してく
ださい。また古いものは、国立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。

総務省統計局「統計データ 分野別一覧」
https://www.stat.go.jp/data/guide/1.html

日本銀行「統計書収録データ」
https://www.boj.or.jp/statistics/pub/index.htm/

労働
『労働統計年報』（厚生労働省 年刊）
厚生労働省の統計を中心に、各省庁や海外の労働統計を広
く収録しており、『賃金センサス』（賃金構造基本統計調査）ほ
かの各種労働統計の概要を確認できます。当館では昭和31
年版から所蔵しています。

教育

厚生労働省「統計要覧一覧」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/

文部科学省「統計情報」
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/main_b8.htm
＊統計調査のタイトル・頻度・調査対象・調査項目などが過去
に変更されている場合があります。詳しくはリンク先や統計書
の巻末などをご確認ください。

『文部科学統計要覧』（文部科学省 年刊）
教育・科学技術・学術・スポーツ・文化に関する統計がコンパ
クトにまとめられ、当館では昭和40年版から所蔵しています
（旧タイトル『文部統計要覧』）。

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」

『学校基本調査報告書』（文部科学省 年刊）
学校教育についての全数調査です。当館では昭和43年度版
から所蔵しています。大阪のみの報告書は昭和28年度版か
らあります。

中央

中央図書館

WEB

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

