④雑誌・新聞を調べてみましょう！
テーマに沿った雑誌を読んでみましょう。
また，雑誌や新聞の記事などを探したい場合は，
職員にご相談ください。
★たとえばこんな雑誌があります…
場所
雑誌名
一般 「NHK 趣味の園芸」
（NHK 出版）
一般 「園芸ガイド」
（主婦の友社）
参考 「現代農業」
（農山漁村文化協会）

【分類】に注目！
図書には［日本十進分類法（NDC）］で分類され
た数字がつけられています。
その数字で図書のおおまかな内容がわかります。
000
100
200
300
400
500
600
700
800
900

総記（百科事典など）
哲学（心理学・宗教など）
歴史（歴史・伝記・地理・ガイドブックなど）
社会科学（政治・経済・教育・風俗習慣など）
自然科学（数学・理学・医学など）
技術（環境・工業・家政学・手芸・料理など）
産業（農林水産業・商業・運輸など）
芸術（美術・音楽・スポーツ・娯楽など）
言語（各国の言葉・国語辞典・漢和辞典など）
文学

図書館で 探そう！調べよう！

【植物】
に関する資料の探しかた
パスファインダー（Pathfinder）とは，
調べたいと思う事柄について役立つ資料を
わかりやすく紹介するものです。

★［植物学］の分類
470 植物全般
471 一般植物学
472 植物地理，植物誌
473 葉状植物
474 藻類，菌類
475
476
477
478
479

コケ植物［蘇苔類］
シダ植物
種子植物
裸子植物
被子植物

620

園芸全般

623

園芸植物学，病虫害

625

果樹（果物）園芸

626

蔬菜（野菜）園芸

627

花卉園芸（草花）
造園 629.7 造園植物（芝，庭木，花壇，街路樹など）

そさい
か

き

★[林業] の分類
653 森林立地，造林

653.2 森林植物，樹木
653.6 針葉樹/653.7 広葉樹/653.8 竹→479.3 にもあります

654
657

【植物】
について，必要な資料や情報を見つける
ことができるよう，資料の探しかたや，

せん たいるい

★[園芸] の分類

629

ここでは

いろいろな情報源の一部をご紹介します。

植物の名前は 1 つじゃない！
和名：日本国内で使われる名前。いちばんよく使われる名前を
「標準和名」
，そのほかに「別名」をもつ植物もある。
学名：国際的な規則によってつけられた，世界共通の名前。
属名：ちかい仲間をまとめたグループの名前。
種小名：属名との組み合わせで，その植物自身を特定する名前。
（例）ヒマワリ ＝ 標準和名
ニチリンソウ，ヒグルマ ＝ 別名
Helianthus annus ＝ 学名（ラテン語）
属名
種小名
「太陽の花」の意味。
「一年生の」の意味。
ヒマワリ属をあらわす。
『植物の大常識』（ポプラ社）より

森林保護，654.7 樹病学，樹木医
森林利用，林産物，木材学

657.8 森林副産
物 (椎茸，食用きのこ，たけのこ，どんぐり，山菜など)

資料が見つからないときや，もっと調べたいときは，
お気軽に職員におたずねください。
調べるおてつだいをいたします。

調べ物のおてつだいカウンター

京都市中央図書館 参考図書室
２０２１．１１改訂

【植物】に関する資料を探すには
①参考図書を見てみましょう！
百科事典や専門分野の事典（辞典）など，参考図書をつかって情報を集めましょう。
テーマを理解するとともに，新たなキーワードが見つかるかもしれません。
また，図書の巻末や別冊についている索引を使うと便利に調べることができます。
★たとえばこんな図書があります…
※【参考 (別置記号【Ｒ】
【ＲＲ】)】は館内閲覧資料です。参考図書室内でごらんください。
所蔵
場所

請求記号

参考

R/470.3/ｽﾞ

参考

R/470.3/ﾏ

参考

R/650.3/ｼ

参考

R/653.2/ﾊ 1～2

参考

RR/470.3/ｼ/1～3

書名（著者 出版社）
図説花と樹の事典（木村

内容

陽二郎／監修

柏書房）

原色牧野植物大圖鑑 全 2 巻
（牧野 富太郎／著

北隆館）

名称由来，別称，方言，外国名，歳時記，花言葉など
幅広く記載。学名の語源・語義由来も丁寧に解説。
精緻な彩色図版が特色。写真ではわかりづらい部分も
図解で示す。解説は『新牧野日本植物圖鑑』が詳しい。

丸善出版）

森林の分布や生態系，機能，森林利用の歴史，持続的
管理などについて，近年の研究成果や森林を取り巻く
状況の変化を合わせて解説。

葉っぱでおぼえる樹木 全 2 巻 原寸図鑑
（濱野 周泰ほか／監修 柏書房）

葉の原寸写真と見分け方のポイント解説により，葉か
ら検索できる図鑑。

植物レファレンス事典 全 3 冊

あわせて約 6 万種の植物が，どの図鑑，百科事典の何
ページに掲載されているかを調べることができる。収
録図鑑の図版の種類もわかる。

森林学の百科事典
（日本森林学会/編

（日外アソシエーツ）

②検索機を使ってみましょう！

この本は参考カウンター内にあります
オ ー パ ッ ク

ウ

ェ

ブ

オ ー パ ッ ク

手がかりとなるキーワードを見つけたら，ＯＰＡＣ（図書検索機），ＷＥＢ－ＯＰＡＣ（インターネット
図書検索機）で検索して，図書を探してみましょう。
同じ意味でも，別の言葉で検索してみましょう！

★たとえばこんなキーワード…
「植物」｢草花｣｢園芸｣「ガーデニング」｢樹木｣｢木の実｣｢花粉｣「街路樹」「草原」
「植物園」｢花言葉｣「植物
の種類（高山植物，観葉植物，野草，雑草，山菜，苔，水草，薬草，ハーブ）
具体的な植物の名前｢サクラ（桜）
，マツ（松）
，スミレ（菫）
，チューリップ，サボテン｣
や そう

や そう

※ＯＰＡＣで｢やそう｣と入力すると，｢夜想曲｣「俵屋宗達」などを含む図書がヒットします。
ひ の そ う じょう

ＷＥＢ－ＯＰＡＣで｢野草｣と漢字を入力すると，
「山野草」｢日野草 城 (俳人)｣などを含む図書がヒットします。
※たくさんヒットした場合は，
【分類】で並べかえると，似た内容の図書をまとめて確認することができます。
【分類】については次のページで！
【請求記号】

③図書を本棚で探しましょう！

←分類

470.3

図書の背には，検索機で調べたときの表示と同じ【請求記号】
（分類・カタカナの図書記号・巻番号）のラベルがついています。

←図書記号

ァ
１

←巻番号

まず【所蔵場所】が，
［一般］
［児童］
［参考］
［郷土］など，どのフロアにあるか確認してから，
【請求記号】をたよりにして図書を探しましょう。
（［庫 1］などは書庫の資料です。職員におたずねください。）
※【別置記号】
（アルファベット）がある場合は，通常の本棚とは違うならびにあります。
探している図書の前後にも，似た内容の
図書がないか，本棚をながめてみましょう！

★たとえば《植物》に関するこんな図書があります…
所蔵
場所

請求記号

書名（著者 出版社）

大型

470.3/ｱ 1～15

朝日百科植物の世界 全 15 巻（朝日新聞社）

郷土

L/472.1/ﾀ

京の名花・名木（竹村俊則/著 淡交社）

一般

499.8/ﾐ

一般

627.7/ｶ

児童

653/ｺ

内容

身近な薬草活用手帖
（寺林 進／監修 誠文堂新光社）

花木をはじめて育てる人に役立つ本
（船越 亮二／監修 主婦の友社）

葉実木のかたちで調べる樹木の名前大事典
（近田 文弘／著

地球上の植物の全科を網羅した資料。豊富なカラー写
真とわかりやすい解説による植物百科。
京都にある名花・名木とその名所を，由来や伝説，歴
史とあわせて紹介。
薬効別索引があり，基本的な効能からも薬草を調べら
れる。各植物の説明にはその特徴のみでなく，薬とし
ての利用部位や利用法についての解説もある。
ガーデニング・園芸で楽しめる花木・庭木を花や実な
ど楽しめる項目別で紹介し，その魅力や育て方のポイ
ントを分かりやすく解説。
葉・実の形，樹の高さなどの手がかりを組み合わせて

くもん出版） 身近な樹の名前や属性，分布等を調べられる。

※所蔵場所が「児童」となっている資料は 1 階 児童図書室にあります。

次ページは，雑誌・新聞や【分類】について

