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 ［月刊］京都（白川書院）

【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

★［各宗教］の分類
166 道教
167 イスラム教
168 ヒンズー教，ジャイナ教
169 その他の宗教，新興宗教
170 神道（神社→175）
180 仏教（寺院→185）
190 キリスト教

図書館で 探そう！調べよう！

京都の

【神社・寺院】
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

【京都の

★[神社・寺院]に関するその他の分類
年中行事，祭礼
386
『京都暮らしの大百科』
（淡交社）
日本の建築
521
『京の建築 NAVI 神社･寺院編』(コトコト)
庭園
629.2
『京都四季の庭園』
（光村推古書院）
日本芸術史・美術史［日本の仏教美術など］
702.1
『西本願寺荘厳の美』（世界文化社）
日本の文化財［国宝・重要文化財など］
709.1
『京都･世界遺産手帳』全 16 巻（河原書店）
仏像，神像
718
『もっと知りたい京都の仏像』

神社・寺院】

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。

（里文出版）

748

写真集
『京･古社寺巡礼』全 14 巻（東方出版）

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
2017.９改訂

京都の

【神社･寺院】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…
※【郷土】(別置記号【Ｌ】)は京都コーナー(参考図書室内)にある資料です。
※【禁】や【参考 (別置記号【Ｒ】)】は閲覧資料です。参考図書室内でごらんください。
所蔵
場所

請求記号

書名（出版社）

内容

郷土

禁 L/185.9 ｷ

京都・山城寺院神社大事典（平凡社）

郷土

禁 L/291 ﾆ/26,27

日本歴史地名大系

郷土

禁 L/291.62 ｷ

京都大事典（淡交社）

参考

R/175 ｾﾞ/1,2

参考

R/185 ﾀ

参考

R/210.03 ｺ/1∼15

所在地，歴史，宗派，文化財，図版など
詳細な情報が満載。
一般的な地名だけでなく，
遺跡・城館・社寺なども収録。

26［京都府の地名］
，27［京都市の地名］（平凡社）

京都に関する事項 約 7200 項目を
50 音順に解説。『府域編』もあり。
約 6400 社の祭神・神事・文化財などを
全国神社名鑑 上下巻（全国神社名鑑刊行会史学センター） 掲載した「著名神社名鑑」。
各宗派の代表的寺院約 5000 か所を，
日本名刹大事典（雄山閣出版）
50 音順に解説。
日本史の資料には，
国史大辞典 全 15 巻（吉川弘文館）
京都関係の記述が見つかることも。

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。
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…
｢神社｣｢寺院｣｢仏閣｣｢社寺｣｢寺社｣｢神道｣｢仏教｣｢巡礼｣｢民間信仰｣｢祭り｣｢年中行事｣｢鳥居｣｢仏像｣｢文化財｣
か

も わけいかずち

か も し ゃ

きょうおう ご こ く じ

神社･寺院の名前｢上賀茂神社/賀茂別 雷 神社/賀茂社｣｢東寺/ 教 王護国寺｣
え

み

ぶ

神社･寺院の行事名｢祇園祭(祗園祭)/祇園会｣｢壬生狂言｣
じんじゃ

しょ しんしゃ

しんしゃかいじん

※ＯＰＡＣで「じんじゃ」と入力すると，｢神社｣｢初心者｣｢新社会人｣などを含む図書がヒットします。
きよみず

きよみずでら

いわ し み ず

し みず

ＷＥＢ－ＯＰＡＣで｢清水｣と漢字を入力すると，｢清水寺｣｢石清水八幡宮｣｢清水○○(著者名)詩集｣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！
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。

←分類

185.9

←図書記号

コ
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。
★たとえば《京都の神社･寺院》に関するこんな図書があります…
所蔵
場所

請求記号

書名（出版社）

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！

内容

郷土

L/185.9 ｺ/1∼40

古寺巡礼京都 新版 全 40 巻（淡交社）

1 巻[東寺]，2 巻[浄瑠璃寺]…など 40 か所を
紹介。著名人によるエッセイも収録。

郷土

L/ 185.9 ﾏ/1,2

京都の寺社 505 を歩く 決定版 上下巻（PHP 研究所）

洛東・洛北など，地域別に 505 の寺社を紹介。

郷土

禁 L/175.9 ﾍ/1,2

平安神宮百年史 本文編･年表編（平安神宮）
おとわさん

庫1

禁 L/188.2 ｷ/1∼4

清水寺史 全 4 巻（音羽山清水寺）
（第 4 巻は 2L）

郷土

禁 L/081 ｼ/1∼25

新修京都叢書 全 25 巻（臨川書店）

郷土

禁 L/081 ｼ/1∼12

新撰京都叢書 全 12 巻（臨川書店）

『新修京都叢書』
『新撰京都叢書』は，貸出できる資料もあります

個々の神社・寺院の資料。
他にも『平野神社史』『本能寺史料』など。
江戸期京都の地誌・風俗書など代表的な書物を
集大成した叢書。索引から社寺名を引くことが
できる。『新撰京都叢書』は続編で，元禄以降
昭和初期までに刊行された新資料を収録。
次ページは，雑誌・新聞や【分類】について

