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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)

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
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
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美術作品、画家の
調べかた
蔵書検索で探す
インターネットで画像をみる

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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画家について調べる

美術作品、画家の調べかた
Ver.3.8

2021.4.1

なにをてがかりに探すか
１．特定の作品を探す場合

『20世紀物故日本画家事典』 ID 0000697468
『20世紀物故洋画家事典』
ID 0000608451
中央 3 階調査研究コーナー

『日本美術年鑑』『美術名典』『美術市場』『美術年鑑』
中央 3 階調査研究コーナー（最新２年分）他

「作品名」「作家名」などをキーワードにして、当館蔵書

『週刊グレート・アーティスト』全１００巻 ID 0011332332 他

検索で探すことができます。

中央 閉架書庫に所蔵。貸出可能です。

２．所蔵されている美術館などがわかっている場合
所蔵館から、所蔵作品として探すことができます。

日本美術の図版を探す

（例えば）ルーヴル美術館の所蔵作品

『国宝・重要文化財大全』 全 12 巻・別巻 1 ID 0000618588 他

→ルーヴル美術館の図録、サイトの所蔵品紹介など。

中央 閉架書庫に所蔵。（図版モノクロ）貸出可能です。

３．その他、探している作品に付随する情報から探す場合
（例えば）指定文化財について調べたい
→『国宝・重要文化財大全』(全12巻・別巻1)
文化遺産オンラインなど。

蔵書検索で探す
中央 地域館 多機能OMLIS WEB トップページ>｢蔵書検索｣
簡易検索画面で作品名や作者名を入力します。
（例えば）「落穂ひろい」がみたい
→簡易検索画面で「落穂ひろい」と入力して検索。
（例えば）「ミュシャ」の作品がみたい
→詳細検索画面で検索項目を「著者名」にして「ミュシャ」
と入力して検索する。ミュシャ画、ミュシャ作の資料に限
定して検索できます。
→検索項目を「フリーワード」にして「ミュシャ」と入力して検
索する。ミュシャに関する資料も含めて幅を広げてヒット
させることができます。
※大阪市立図書館蔵書目録データでは、収録作品すべてを入
力していないため、蔵書検索では見つからないこともあります。
全集等の収録作品は、別巻や索引を使って探したり、また次項
で紹介する美術作品・画集を探すための本をご活用ください。

『日本美術全集』全 20 巻・索引 1（小学館） ID 0013951980 他
中央 地下 1 階芸術コーナー 貸出可能です。

西洋美術の図版を探す
『世界美術大事典』 全 6 巻（小学館） ID 0000228836 他
中央 3 階調査研究コーナー 他

『世界美術大全集』西洋編/東洋編全４５巻+別巻2 ID 0000526796 他
中央 閉架書庫に所蔵。 貸出可能です。
※別巻（総索引）は 3 階調査研究コーナー（館内閲覧用）

『週刊世界の美術館』 全 100 巻 ID 0000781392 他
中央 閉架書庫に所蔵。 貸出可能です。
※他にも各館で全集を所蔵していますのでご利用ください。
地域館 相談カウンターでおたずねください

インターネットで画像をみる
古典籍資料（貴重書等）（国立国会図書館デジタルコレクション）
https://dl.ndl.go.jp/
国立国会図書館が所蔵する貴重書等がご覧いただけます。
「古典籍」をクリックすると「錦絵」「絵図」「重要文化財」などの
種別ごとにカラー画像で見ることができます。

文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/
国・地方の指定文化財、日本の世界遺産を時代、分野、

美術作品・画集を探す
下記のものは作品の邦題名・原題名、画家名(カタカナ・原綴)から
収録されている全集を確認できる資料です。

『美術作品レファレンス事典』 ID 0011364608 他
人物・肖像篇/人物･肖像篇 2(神話・宗教) 他
『日本美術作品レファレンス事典』 ID 0000272221 他
絵画篇(近世以前/近現代/浮世絵)/彫刻篇/書跡篇１ 他
『西洋美術作品レファレンス事典』 ID 0011208708 他
絵画篇（１９世紀中葉以前/１９世紀印象派以降）/版画・彫刻・工芸・建造物篇
『東洋美術作品レファレンス事典』 ID 0011777360

地域から調べることができます。

絵画など芸術作品には著作権があります。
転用、転載などには著作権者の許諾が必要となります。
調べかたガイド(7)「著作権関連の調べかた」もご参照ください。

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 地下 1 階レファレンスコーナー他

中央

地域館 相談カウンターでおたずねください

地域館 地域図書館（各区の大阪市立図書館）
WEB

中央図書館
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）

