④雑誌・新聞を調べてみましょう！
テーマに沿った雑誌・新聞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“音楽”に関するこんな雑誌があります…
場所
雑誌名（出版社）
一般 音楽の友（音楽之友社）
一般 JAZZ LIFE（ジャズライフ）
一般 レコード芸術（音楽之友社）
一般 rockin'on（ロッキング・オン）
★オンラインデータベースも探してみましょう…
場所
オンラインデータベース名
参考 ジャパンナレッジ
※曲名からクラシックの作品番号
などを調べることができます。

図書館で 探そう！調べよう！

【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）
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
★［音楽］の分類
761
音楽学
762
各国の音楽
763/764 器楽
765
宗教音楽
766/767 声楽
768
邦楽
769
舞踊・バレエ
★［楽譜］に関するその他の分類
376.1 幼児教育
保育の現場で使える
あそび歌を紹介
388.9 民謡・わらべ唄
763
楽器（763.2 ピアノ，763.5 ギター など）
器楽合奏
764

【楽譜】

000
100

（764.3 オーケストラ，764.6 吹奏楽

765.6
766.1
767.4
767.5
767.6
767.7
767.8

に関する資料の探しかた

図書館で 探そう！調べよう！
パスファインダー（Pathfinder）とは，
【医学
健康･病気･薬など】
調べたいと思う事柄について役立つ資料を
に関する資料の探しかた
わかりやすく紹介するものです。
ここでは

【楽譜】
図書館で 探そう！調べよう！
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，
健康･病気･薬など
いろいろな情報源の一部をご紹介します。

【医学

】

に関する資料の探しかた

など）

聖歌・讃美歌
オペラ
合唱
民謡集・国歌
校歌・寮歌・職業歌
唱歌・童謡
歌謡曲

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。

2020.9 作成

【楽譜】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…（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

書名（著者 出版社）

内容

讃美歌 21（日本基督教団讃美歌委員会／編集
日本基督教団出版局）
世界の国歌総覧（マイケル・ジェミーソン・
ブリストウ／編 別宮 貞徳／監訳 悠書館）
日本民謡事典
（長田 暁二／ほか編著 全音楽譜出版社）

讃美歌をテーマ別に 500 曲以上掲載。初行索引や，
英文目次，原歌詞初行索引など。

参考

R/765.6/ニ

参考

R/767.5/セ

参考

R/767.5/ニ

参考

R/767.8/カ/1・2 歌謡曲のすべて 上・下（全音楽譜出版社）

参考

R/767.8/ポ/14

国連未加盟国を含む世界 198 の国と地域の国歌を
網羅。全曲に楽譜，原語の歌詞，日本語訳を掲載。
日本各地に残る民謡の中から，代表的な 259 曲を
厳選し，解説する。楽譜，歌詞を収録。
歌謡曲の代表的なヒット曲を，前奏・間奏・後奏
やコードネームも含めて掲載。

ポピュラー・ソングのすべて
（浅野 純／編 全音楽譜出版社）

有名なポピュラー・ソング 1001 曲を収録したコー
ドメロディ譜集。原題索引付き。

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。
しょうか

どうよう

か ようきょく

りゅうこうか

さ ん び か

ぐ んか

みんよう

★たとえばこんなキーワード…「唱歌」「童謡」「歌 謡 曲 」「流行歌」「讃美歌」「軍歌」「民謡」「わらべうた」
こ っか

え んか

「国歌」
「クラシック」
「ジャズ」
「演歌」など。
とうよう

同じ意味でも，別の言葉で検索してみましょう！
どうよう

※OPAC で「どうよう」と入力すると，「東洋」「動揺」などのことば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！
767.8
【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】
（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

カ

←図書記号

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。）
※請求記号の最初に【別置記号】
（アルファベットなど）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《楽譜》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）

内容
手あそび，体あそび，伝統的なわらべうたなど，子どもと
ふれあいながら楽しめる曲を伴奏つきで紹介。

一般

376.1/ホ

庫１

388.9/ニ/1～27

庫１

760.8/シ
/1-1～60

あそびうた大全集 200
（細田 淳子／編著 永岡書店）
日本わらべ歌全集 全 27 巻 39 冊
（柳原書店）
新編世界大音楽全集 器楽編 全 60 巻
（音楽之友社）

一般

767/ニ/1～9

日本のうた 全 9 集（野ばら社）

明治・大正から平成 22 年までの流行歌を収録。

庫１

ﾀﾞｲ/767.7/ニ

尋常小学唱歌
（文部省/編 日本音楽センター）

尋常小学校用の唱歌の教科書第 1～6 学年用と解説・索引編
の全 7 冊を収録。曲名索引・歌いだし索引付き。

※［一般］は成人図書室にある資料です。

日本のわらべ歌を，都道府県ごとに採集した全集。
※「第 15 巻 京都のわらべ歌」は京都コーナーにあります。
ピアノやヴァイオリンなどの名曲を集めた楽譜集（欠巻あ
り）。声楽編（全 40 巻・欠巻あり）も所蔵しています。

次ページは，雑誌・新聞や【分類】について

