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
一般
一般

雑誌名
子どもと読書（親子読書・地域文庫全国連絡会）
たまごクラブ
（ベネッセコーポレーション）
ひよこクラブ
(ベネッセコーポレーション）
プレジデントＦａｍｉｌｙ（プレジデント社）

【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

★［教育］の分類
370 教育全般
371 教育学，教育思想
372 教育史･事情
373 教育政策，教育制度，教育行財政
375 教育課程，学習指導，教科別教育
376 幼児･小中高等学校教育(→369.4 にもあります)
377 大学，高等･専門学校教育
378 障害児教育
379 社会教育，家庭教育(しつけ)

図書館で 探そう！調べよう！

【子育て】
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

【子育て】
について，必要な資料や情報を見つける

★［育児］の分類
子どもの病気(小児科学)は
493.9/598.3 にあります
599 育児全般
599.2 おむつ
599.3 授乳，食事，離乳食
599.4 睡眠
599.5 体操･運動，外出
599.8 玩具，絵本(→絵本･読書ｶﾞｲﾄﾞ 019.5 にもあります)
599.9 習慣，しつけ(→379.9 にもあります)
★［あそび］の分類
376.1 遊戯･音楽･ﾘｽﾞﾑなど(幼児教育)
384.5 遊び･遊戯(子どもの生活)
781.9 児童遊戯･家庭遊戯
798 室内娯楽

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。

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。

2020.6 改訂

【子育て】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…
所蔵場所

請求記号

参考

Ｒ/367.6 ニ/20

参考

Ｒ/371.4 ズ

参考

Ｒ/384.5 サ

参考

Ｒ/599 イ

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。

書名（著者 出版社）
日本子ども資料年鑑 2020
（母子愛育会愛育研究所／編

内容

KTC 中央出版）

発達，医療，食生活，教育などの子どもに
関する様々なデータを掲載

図説子ども事典（谷田貝 公昭／責任編集 一藝社）

子どもの置かれている状況を幅広く
まとめ，図表で示した事典

日本こどものあそび大図鑑

古 代か ら昭 和期ま で， 全国のこ ども の

（笹間 良彦／著画

遊子館） 遊びを 1200 以上図や資料で収録
育児に関するあらゆる課題を取り上げた
事典

育児の事典 （平山 宗宏／ほか編 朝倉書店）

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…

りにゅう

子育て･育児，しつけ，家庭教育，保育，幼稚園，学校，幼児教育，授乳，離乳，ひとりっ子，
た たい

ふたご(多胎)，あそび･遊戯，小児科，小児衛生，アトピー，アレルギー，児童福祉，子育て支援，虐待，
里親，その他に，年齢など[0 歳，赤ちゃん，幼児，小学校(小学生)，初等，10 代，思春期]・・・
けい り にゅうもん

※ＯＰＡＣで「りにゅう」と入力すると，
「離乳」
「経理 入 門」などを含む図書がヒットします。
きょういく

じ どう

ＷＥＢ－ＯＰＡＣで「育児」と漢字を入力すると，
「 教 育･児童」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！

③図書を本棚で探しましょう！
367.6
【請求記号】

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】

ニ
20

（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
←図書記号
←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《子育て》についてこんな図書があります…
所蔵場所

請求記号

郷土

Ｌ/291.62 ｷ

一般

320 イ

一般

379.9 ｻ

一般

493.9 コ

一般

599 ﾊﾟ

書名（著者 出版社）
京都子連れパワーアップ情報 5～16

内容
京都の医療，教育，おでかけなどの

（子育て支援コミュニティおふぃすパワーアップ/編） 情報を毎号特集

家庭・学校・社会子どものトラブル解決法
（飯野 たから／著，横山 正夫／監修

子育てのきほん

トラブル解決に役立つ法的対策を

自由国民社） 具体例で解説

（佐々木 正美／著

子育てに悩めるお母さん・お父さん

ポプラ社） へ贈るメッセージブック

子育てハッピーアドバイス

知っててよかった小児科の巻 子 ど も の 病 気 に 役 立 つ 情 報 を ，
（吉崎 達郎／ほか著 1 万年堂出版） 症状別・診療科別に収録

パパ入門ガイド

（ファザーリング・ジャパン／著

池田書店）

パパのためのわかりやすい育児書

※[郷土]は参考図書室内の，京都コーナーにある資料です。
次ページは，雑誌・新聞や【分類】について

