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
一般
一般

雑誌名
芸術新潮
美術手帖

【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。
総記（百科事典など）
100 哲学（心理学・宗教など）
200 歴史（歴史・伝記・地理・ガイドブックなど）
300 社会科学（政治・経済・教育・風俗習慣など）
400 自然科学（数学・理学・医学など）
500 技術（環境・工業・家政学・手芸・料理など）
600 産業（農林水産業・商業・運輸など）
700 芸術（美術・音楽・スポーツ・娯楽など）
800 言語（各国の言葉・国語辞典・漢和辞典など）
900 文学
★［絵画］の分類
720 絵画全般.評論.歴史など
721 日本画
722 東洋画
723 洋画
724 絵画材料･技法
725 素描.描画(スケッチ.鉛筆画など)
000

726

漫画.挿絵.童画

グラフィックデザイン.図案
728 書.書道
★［洋画］の分類
723
洋画全般.評論.歴史など
723.1 日本人の洋画
723.2 アジアの絵画
723.3 ヨーロッパの絵画
723.4 アフリカの絵画
723.5 北アメリカの絵画
723.6 南アメリカの絵画
723.7 オセアニア(オーストラリア)の絵画
727

図書館で 探そう！調べよう！

【西洋絵画】
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。
ここでは

【西洋絵画】(欧米の絵画)
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，
いろいろな情報源の一部をご紹介します。

フェルメールの
作品をめぐって

こんな小説もあります
『フェルメールの街』櫻部 由美子/著

角川春樹事務所 請求記号：[913.6/ｻｸ]
17 世紀のオランダのデルフトの街を舞台にした推理
小説。この美しい小さな街で４人の陶器職人が行方不
明になります。画家を目指す若き日のフェルメールと
親友のレーウェンフック（後に微生物学の父と呼ばれ
る）は，この事件に巻き込まれていきます。

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

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。

202１.１２改訂

【西洋絵画】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。

ひとつの作品でも作品名が
日本語でいくつかある場合
や,同じ日本語名でも違う作
品の場合があります｡
英語名などもとの作品名を
確認したり,実際に作品を見
比べてみましょう｡
［フェルメールの一作品例:
せい い

青 衣の女･手紙を読む女･
手紙を読む若い女…］

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…参考図書（別置記号【Ｒ】）は館内資料です。参考図書室内でごらんください。
所蔵
場所

請求記号

書名（著者 出版社）

内容

西洋美術作品レファレンス事典
参考

Ｒ/ 703.1/セ

参考

Ｒ/ 703.1/ﾋﾞ

参考

Ｒ/703.1/ﾋﾞ

参考

Ｒ/703 セ/1～6

参考

Ｒ/702/ｾﾞ

参考

Ｒ/283/ｾ

絵画篇 19 世 国内で刊行された主要な美術全集，個人全集に収録さ
紀中葉以前，絵画篇 19 世紀印象派以降，第 2 期絵画篇， れている絵画図版（版画類は除く）がどの資料に収録
個人美術全集・絵画篇 1,2
（日外アソシエーツ） されているかが検索できる。

美術作品レファレンス事典

人物・肖像篇 1-3
（日外アソシエーツ）

モデルとなった人物の名前や神名から検索できる。

美術品所蔵レファレンス事典

西洋絵画篇
（日外アソシエーツ）

作家別に，作品がどの美術館等で所蔵しているかが調
べられる。

世界美術大事典 全 6 巻
（小学館）
世界の美術 The Definitive Visual Guide

50 音順に語句が引ける。画家についても調べられる。

（ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ・ｸﾞﾚｱﾑ=ﾃﾞｨｸｿﾝ／総監修 河出書房新社）

西洋人物レファレンス事典

西洋絵画篇
（日外アソシエーツ）

画家についての詳細や作品の技法などをカラーで
解説｡
活動年代,地域・国名,職業・肩書,業績などのプロフィー
ルや,各事典での見出し表記,生没年等が調べられる。

同じ意味でも,別の言葉で検索してみましょう！

②検索機を使ってみましょう！
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。
★たとえばこんなキーワード…洋画･西洋画･西洋絵画･西洋美術･世界美術･絵画･名画･画集,
画家名[フェルメールなど],作品を収蔵している美術館名[アムステルダム(国立)美術館など]
じ

ひ しゅっばん

あそ びじゅつ

※OPAC で｢びじゅつ｣と入力すると,｢自費 出 版｣｢遊び術｣などを含む図書がヒットします。
WEB-OPAC で｢洋画｣と漢字を入力すると,｢東洋画｣｢(映画の)洋画｣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！

708.7

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】

←図書記号

セ
17

（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｡

←分類

←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,オランダの画家《フェルメール》に関するこんな図書があります…
所蔵
場所

請求記号

一般

723.3/ｺ

大型

708.7/ｾ/17

大型

723.3/ﾌ

庫１

708/ｾ/22

児童

E/E/ﾎﾞ

書名（著者 出版社）

内容

もっと知りたいフェルメール 生涯と作品
（小林 頼子／著 東京美術）

世界美術大全集 西洋編 第 17 巻 バロック
（小学館）

フェルメール作品集
（フェルメール／[画]，小林 頼子／著

世界の美術館

東京美術）

講談社版 22 アムステルダム美術館
（講談社）

ぼくはヨハネス・フェルメール
（林 綾野／さく，たんふるたん／え

1 階児童図書室の絵本コーナーにあります。

美術出版社）

生涯と作品を解説したフェルメール入門
全 29 巻,別巻に総索引あり。
《牛乳を注ぐ女》など 8 作品
32 作品を細部画像を交えつつ解説。
全 36 巻,《手紙を読む若い婦人》など 4 作品
画家の生涯を紹介した絵本。
次ページは、雑誌・新聞や【分類】について

