大阪市立図書館 調べかたガイド

大阪市の図書館

８

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)

9:15～20:30

土･日曜日､祝･休日

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

写
真
の
さ
が
し
か
た

写 真 の
さがしかた

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

写真集
肖像写真
大阪の写真

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
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大阪市立図書館 調べかたガイド

8

大阪の昔の写真が載っている本

写真のさがしかた
Ver.5.1

2021.4.1

蔵書検索で写真集をさがす
例えば富士山の写真集をさがしたい場合は、詳細検索画面に
切り替え、フリーワードに「富士山」、分類の欄に「748」（写真
集）と入力すると、絞り込んで検索できます
中央 地域館 OMLIS WEB トップページ>「蔵書検索｣

多く掲載されている主な写真集をご紹介します。また各地域の
写真は、各区発行の冊子や各地域の学校誌等でご覧いただけ
る場合があります。所蔵については各館でおたずねください。
『写真で見る大阪市 100 年』 （大阪都市協会） ID 0000191451
『写真集 明治大正昭和 大阪』上下（国書刊行会）
ID 0000330602、0000330604
『なにわ今昔 : 写真集』 （毎日新聞社）
『大阪府写真帖』

『画集写真集全情報 2002-2006』（日外ｱｿｼｴｰﾂ）
ID 0011406563
中央 3 階調査研究(開架書庫)コーナー、地下 1 階レファレン
スコーナー
※同シリーズ『1997-2001』『91/96』『写真集全情報 45/90』も所蔵しています。

『日本の写真家』 （日外アソシエーツ）ID 0011095166
『現代写真人名事典』 （日外アソシエーツ）ID 0011112480
※写真家の人名事典ですが、各人のプロフィールなどと共に写真集や
展覧会図録などの文献目録の掲載もされています。

中央 3 階調査研究コーナー

人物の肖像が掲載されている本をさがす
『写真レファレンス事典 人物・肖像篇』（日外アソシエーツ）
※肖像写真を掲載した便利な事典です。

ID 0011167229 中央 3 階係員にお尋ねください
『日本肖像大事典』上(あ-こ)・中(さ-は)・下(ひ-わ)（日本図書センター）
ID 0000605174（上巻）0000605175（中巻）0000605176（下巻）
中央 3 階調査研究コーナー
『日本名家肖像事典』全 17 巻＋別巻(総目次・人名索引) （ゆ
まに書房）
ID 0000359418 他

（不二出版） ID 0012203232

『大阪市今昔写真集』北部版、西南部版、東南部版（樹林舎）

写真集・写真をさがすための本
写真家・被写体などから写真集をさがす

ID 0000341372

ID 0012038185、0011940572、0011988679
『大阪市の昭和 –写真アルバム-』（樹林舎）ID0014592298
『平成の大阪』 （光村推古書院） ID0014651372

お役立ちサイト
近代日本人の肖像（国立国会図書館）
https://www.ndl.go.jp/portrait/index.html
近代日本の形成に影響のあった政治家、官僚、軍人、実業家、
学者、芸術家等約 600 名の肖像写真を紹介しています。

よみうり報知写真館
https://database.yomiuri.co.jp/shashinkan/
読売新聞・報知新聞のカメラマンや記者が撮影した写真の
検索・閲覧ができます。

毎日フォトバンク
https://photobank.mainichi.co.jp/favicon.ico
毎日新聞社提供。幕末から現在までの写真や図表の検索・
閲覧ができます。

幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース(長崎
大学附属図書館)
http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/jp/
日本各地で撮影された古写真を約 7700 点公開しています。
撮影者・撮影対象・撮影地域等からの検索ができます。

中央 3 階調査研究コーナー

ピュリツァー賞の受賞写真を調べる
『ピュリツァー賞受賞写真全記録：第 2 版』
（日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ社）
ID 0013737889 中央 3 階調査研究コーナー、閉架書庫
※写真部門が創設された 1942 年から 2015 年までの全年度の受賞作(報道
写真)を収録。
※『ピュリツァー賞受賞写真全記録』も所蔵しています。

大阪の写真をさがす
大阪市立図書館デジタルアーカイブ
主として、明治時代の大阪を写した写真や絵はがきをご覧い
ただけます。キーワードや年代を区切っての検索も可能です。
画像データの元になった資料の閲覧は中央図書館３階相談
カウンターでおたずねください。
収録されている画像データを印刷物等に掲載したい場合は、
中央図書館の調査相談までお問い合わせください。詳細画面
の注記欄に CC0（CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供）の
表示があるコンテンツについては、申請手続き不要です。詳し
くは以下のページをご覧ください。
・オープンデータについて
https://www.oml.city.osaka.lg.jp/?page_id=1633
WEB トップページ>「デジタルアーカイブ」

写真の中の明治・大正 (国立国会図書館)
https://www.ndl.go.jp/scenery_top/index.html
東京・関西・東北で撮影された古写真を約 1300 点公開してい
ます。「東京」「関西」「東北」の写真の一覧表示や、「地図から
検索」「カテゴリーから検索」を選択し、検索することができます。

明治期大阪風景写真（大阪商業大学商業史博物館バーチャ
ルミュージアム） http://moch.daishodai.ac.jp/index.html
「書庫閲覧室はこちらから」>「新収資料>」「明治期大阪風景写
真」で、同時期の写真を 10 数点ご覧いただけます。各写真は
拡大して詳細を確認することも可能です。
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

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/

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）

