④オンラインデータベースを使ってみましょう！
テーマに沿って調べてみましょう。
★オンラインデータベースでは，百科事典の内容や，
画像を見ることができます。
場所
新聞・オンラインデータベース名
ジャパンナレッジ（Japan Knowledge Lib）
参考
→「琵琶湖疏水」等で検索
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。

【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

★［技術・工学］の分類
510 建設工学・土木工学
511 土木力学・建設材料
512 測量
513 土木設計・施工法
514 道路工学
515 橋梁工学
516 鉄道工学
517 河海工学・河川工学
518 衛生工学・都市工学
519 公害・環境工学
★［琵琶湖疏水］に関連するその他の分類
216.1 滋賀県（近畿地方）
216.2 京都府（近畿地方）
318.2 地方行政史・事情
318.7 都市問題・都市政策
510.9 建設工業・土木事業
514.9 トンネル工学・隧道
517.2 河川誌・治水誌・調査工事報告
運河・河口改良・疏水・低水工事・
517.6
水利工学
518.1 上水道・水道工学・水道事業
543.3 水力発電
602.1 産業史・事情，物産誌

図書館で 探そう！調べよう！

【琵琶湖疏水】
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

【琵琶湖疏水】
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。

調べ物のおてつだいカウンター

資料が見つからないときや，もっと調べたいときは，

京都市中央図書館 参考図書室

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。
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【琵琶湖疏水】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。
※ 参考図書（別置記号【R】）や【禁】は館内資料です。参考図書室内でごらんください。

★たとえばこんな図書があります…
所蔵
場所

※【郷土】別置記号【L】
，
【２L】
（大型）は，参考図書室及び書庫内の京都コーナーの資料です。

請求記号

書名（出版社）

内容
主に明治期以降におこった産業・文化・歴史の起
源を示す発祥の地 1247 件の概要と，記念碑の所
在地を都道府県別に収めたデータブック。

参考

R/031.4/ﾆ

日本全国発祥の地事典（日外アソシエーツ）

参考

R/291.61/ｼ

滋賀県百科事典（滋賀県百科事典刊行会／編

参考

R/452.9/ﾋﾞ

琵琶湖ハンドブック（内藤 正明／監修 滋賀県）

参考

R/517/ｾﾞ

全世界の河川事典（高橋 裕ほか／編 丸善出版）

琵琶湖の「多様性」を意識した構成で，琵琶湖の
姿を幅広く，わかりやすく紹介した滋賀県が発行
しているハンドブック。
日本と世界の河川・運河・疏水・用水・湖沼につ
いて，知名度の高い約 4000 を収録した事典。

参考

L 禁/291.62/ｷ

京都大事典（佐和 隆研ほか／編 淡交社）

京都に関する事項約 7200 項目を 50 音順に解説。

京都市水道百年史《叙述編》（京都市上下水道局）

京都市の水道事業の確立から発展，水道財政や運
営，その後の水利用についてまで，豊富な図や写
真で紹介。琵琶湖疏水の建設・改修，蹴上浄水場
についても詳しく解説。

参考

2L 禁/518.1/ｷ

滋賀県に関するあらゆる分野の集大成。

大和書房）

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…
そ すい

び

わ

こ

じょうすいどう

け あ げ はつでんしょ

さんぎょう い さ ん

さんだいじぎょう

きたがきくにみち

たなべさくろう

疏水，琵琶湖，上 水 道 ，蹴上発電所，インクライン，産 業 遺産，三大事業，北垣国道，田辺朔郎…など
同じ意味でも，別の言葉で検索してみましょう！
おお いそ ずい そう

※OPAC で｢そすい｣と入力すると，｢大磯随想｣「ようこそスイング｣などを含む図書がヒットします。
そ すい

こ そ すい

そ す い たんじょう

WEB-OPAC で「疏水」と漢字で入力すると，｢びわ湖疏水｣「疏水 誕 生 ｣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！

517.6

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】

タ

（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《琵琶湖疏水》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）

内容
琵琶湖疏水と疏水べりの京都の特色，そこに
暮らす人々についてのものがたり。
琵琶湖疏水に青春を賭けた田辺朔郎の生涯
と疏水の果たす役割についても解説。
竣工 100 周年に刊行された，叙述編，資料編，
画集 3 冊で構成される琵琶湖疏水を知るため
の決定版。

郷土

L/216.2/ﾄﾞ

京都疏水べりものがたり（堂露小路

庫1

L/289.1/ﾀ

京の水（村瀬 仁市／編著 人と文化社）

庫1

2L/517.6/ｷ

琵琶湖疏水の 100 年（京都新聞社／編集 京都市水道局）

庫1

L/913.6/ﾀﾑ

京都インクライン物語（田村 喜子／著 新潮社）

北垣国道と田辺朔郎の 2 人にスポットを当
て，疏水完成までの困難や紆余曲折を描く。

庫1

L/543.3/ﾀ

わが国水力発電・電気鉄道のルーツ（高木 誠／著 かもがわ出版）

わが国最初の水力発電や電気鉄道の起源，そ
れにまつわるエピソードを紹介。

梅隆／著

ナカニシヤ出版）

※【郷土】別置記号【L】は，参考図書室及び書庫内の京都コーナーの資料です。
【2Ｌ】は同じく京都コーナーの資料のうち，大型のものです。

次ページは、オンラインデータベースや【分類】について

