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大阪市立図書館の概要

• 中央図書館(西区) 
蔵書数:227万冊

• 地域図書館23館
(西区以外の各区にひとつずつ)

蔵書数:7～10万冊

• 自動車文庫まちかど号
105か所

面積：225.30 ｋ㎡

人口：2,746,983人

世帯数：1,449,327世帯

(「大阪市の推計人口」2020.4.1)



サービス概況（2019年度）

大阪市人口 約275万人

中央図書館入館者数 123万人／年 (1日平均4,160人)

大阪市立図書館全館入館者数 約557万人／年

登録者数 406,398人 相互貸借
（貸出冊数）

2,332,719
冊

貸出冊数 10,561,807冊 HPアクセス
（トップページ）

11,486,990
件

予約件数 2,690,501件 HPアクセス
（蔵書検索ページ）

6,398,719
件

レファレン
ス件数

261,214件

(中央図書館81,379件)

文献複写 318,667枚



コロナ禍での休館・開館状況

2月21日(金)～3月1日(日) 図書館行事は中止または延期

3月2日(月)～5月15日(金)
臨時休館
※この間に蔵書点検も実施
※4月4日～4月7日の4日間、予約本の受け取りのみ全館で実施

5月16日(土)～5月25日(月)
17時までの短縮開館。滞在時間をおおむね30分とし、
館内の座席はすべて撤去。サービスを限定。

5月26日(火)～6月17日(水)

開館時間は通常どおり。
停止していたサービスを一部再開。
滞在時間をおおむね30分とし、館内の座席はすべて撤
去

6月19日(金)～9月16日(水)
滞在時間は１時間以内とし、サービスを一部限定
一部の座席を間隔を空けて配置 約850席→約200席

７月1日(水)より順次 感染防止対策を取った行事の再開



開館後の状況の詳細
3月2日～5月15日 休館

5月16日(土)
～5月25日(月)

制限多数あり。全館17時に閉館。窓口での調査相談は実施せず、座席
は全館撤去。滞在時間は30分程度とお願い。
3F閲覧室は立入禁止、2Fの読書席・Eルーム、AV資料の館内視聴、館
内コピー機利用、書庫出納 (TEL予約にて利用可)、多機能OMLIS等利用
不可。

5月26日(火)
～6月17日(水)

開館時間は通常通りに戻り、多くのサービスが再開。座席数は1/4に減。
滞在時間は30分程度とお願いし、窓口の調査相談は10分以内とする。
館内コピー機、書庫出納、タッチパネルOPAC利用再開。
3Fの研究個室、インターネット端末、商用データベース端末、マイクロ
リーダー席、2Fの読書席・Eルーム、対面朗読サービス、AV資料の館内
視聴等は引き続き利用不可。

6月19日(金)
～9月16日(水)

3Fインターネット端末、商用データベース端末、マイクロリーダー席・
国会図書館デジタル化資料送信サービス、相互貸借受付、対面朗読サー
ビスの利用再開。
座席数は約半数。再開したサービスも使用数や時間の制限を設ける。滞
在時間は1時間程度とお願いし、窓口での調査相談は引き続き10分以内
とする。

9月18日(金)以降
3Fの研究個室、2Fの読書席・Eルーム等の利用、AV資料の館内視聴
サービス再開。
1時間以内としていた滞在時間の制限の解除、ただし窓口での
調査相談は引き続き10分以内とする。



臨時休館中の

レファレンスサービス

電話
メール

文書 大阪市職員向け
調査相談サービス

休館中も実施！レファレンスサービス



電話による
レファレンスサービス

休館中の電話の件数は、

休館についてのお問合せも含め

1日平均80件
※最高 1日 309件 (4月3日)

そのうち

レファレンスは 1日平均22件

休館中も実施！レファレンスサービス



メール・文書による
レファレンスサ―ビス

メール

大阪関係のお調べものについてのみ受付

文書

郵送による調査依頼は広報はしていないが、収受したものにつ

いては調査・回答をおこなっているため、メールと異なり

調査内容の範囲の規定がない状態。

広報はしていないが、口コミで広がってる。

休館中も実施！レファレンスサービス



大阪市職員向け(教職員も含む)

調査相談サービス

本市職員向けに、施策立案・市民対応など仕事
上必要な情報収集を支援するサービスを実施

受付方法

・大阪市職員が使用する「庁内ポータル」に設置の

受付フォーム

・メール

・電話

休館中も実施！レファレンスサービス



興味を持ってもらえそうな事例は早々に
レファ協に登録！

これまでに調査した事例をどんどん登録！

以前にレファ協に登録した面白い事例を当館
のTwitterアカウントでツイート！

せっかく調べたんだし、

周知しよう！！

レファレンス協同データ
ベースの出番！！



COVID-19関連のレファレンス事例を公開

• 休館中に受けた利用者から電話レファレンス

「パンデミックってどういう意味？」

「コロナの症状ってどんなの？」

「クラスターって何？」等‥

⇒みんなが知りたいことかも！

レファ協に登録してアクセスしてもらおう！
【登録した事例の一例】

• 新型コロナウイルスについて毎日報道されているが、そもそも
「コロナウイルス」という名前の由来は何か知りたい。

• “アマビエ”とはどのような妖怪か？

• アルベール・カミュ著『ペスト』のような感染症やパンデミック
を扱った小説があれば読みたい。著名な作家のものがよい。

https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000275869
https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000276648
https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000286318


• “アマビエ”とはどのような妖怪か？(2020年3月登録)
被参照数 14,015回

• 新型コロナウイルスに感染した人の体験談を読みたい。
（2020年6月登録）

被参照数 24,452回

• アルベール・カミュ著『ペスト』のような感染症やパンデ
ミックを扱った小説があれば読みたい。（2020年9月登録）

被参照数 2,624回

⇒当館レファ協事例の

被参照回数は

昨年度より全体的に増加！

COVID-19関連の事例への被参照数（2021年2月現在）



実のところ

レファ協アカウントによる
ツイートだのみ！！ (ToT); 

Twitterで過去の事例を紹介

【紹介した事例の一例】

• 大阪で昔、夕暮れになったら、地下鉄の入口の壁に千円札などが貼
られていた。貧しい者に与えるということで、どこの誰かはわから
ないが、“まちの天狗”と呼ばれていた。その資料をみたい。

• 大阪市のごみ収集車（パッカー車）が普通ごみを集めるときに流す
曲の曲名は何か。作詞者、作曲者の名前も知りたい。

…残念ながら、当館アカウントのフォロワー数

では、リツイートはもとより、「いいね♡」も

伸びず…_(:3｣∠ )_ 

https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000040594
https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000100693


調べものに便利な図書・商用データベース・
Webサイトなどをテーマ別に紹介

• 館内配布
• ホームページ公開

読み上げソフト対応を考慮し、

PDF形式だけでなく、テキスト形式も公開

レファ協「調べかたマニュアル」に登録･リンク

こちらも休館中に改定・更新！

「調べかたガイド」(全30種類）

クリックすると
レファ協の「調べかた
マニュアル」に！



大阪市立図書館での

コロナ禍のレファレンスの傾向

• とにかく多かった！

「我が家のルーツ探し・ご先祖探し」

後日、依頼者と思われる方のツイートを発見

「これでもかというぐらい資料を紹介してもらった！」

• 歴史に学べ？ スペイン風邪やコレラなど昔の

感染症伝染病関連の質問
「スペイン風邪流行時、学校の対応ついて書かれた新聞記事を見たい。」

「スペイン風邪の時もマスクが奨励されていたと聞いたが本当か？」

• 大学生と推測される方からの質問



来館困難な時期だから

回答のときに心がけたこと

なるべく自宅や近隣の図書館でも利用可能なデ
ジタル資料を紹介

→本や雑誌で見つかったものも、デジタル化
されたものがないか再度確認

国立国会図書館デジタルコレクション

大学のリポジトリ・J－STAGE

国際日本文化研究センター（日文研）のデータベース

大阪市立図書館提供の電子書籍

有用なデジタル資料が多数！！



レファレンス協同データベースの事例登録も

デジタルで見れる資料を積極的に
紹介！

当館所蔵資料で回答したレファレンスも

事例登録のときに、

デジタルで閲覧可能な資料がないかを再確認

国立国会図書館デジタルコレクションは

閲覧可能な郷土資料が豊富 デジタル資料
確認中



方法を模索中… つきない「課題」

• コロナなど、時事的な事例は、日々新しい情報が

出る。登録した後の更新作業をどうするか。

• 充実した登録内容を目指すゆえ登録に時間がかかり
すぎてしまい、結果、登録件数が少なくなる…。

• 今、見ると「不足」が気になってしまう10年以上

前の登録事例をどうするか。

• レファ協は画像登録も可能！リニューアルした当館
のデジタルアーカイブ資料の画像を貼付したい！

…
…



外出困難なこの時期、せっかくだからやってみた！

コロナ禍での新たな取り組み

自宅から利用可能ないろいろなツールをアピール
・電子書籍
・デジタルアーカイブ
・ナクソス・ミュージック・ライブラリー

自宅から利用可能なコンテンツの作成

「新しい生活様式」的、講座の開催
・講師と職員で「無観客講座」を実施、動画を配信
・定員を半数にし、後日動画で講座の様子を公開
・商用データベース活用講座を講師がリモートで講演



電子書籍活用のPR

・「全文検索が可能なので、お調べ物に便利」
ホームページやSNSでアピール

臨時休校中の子どもたちに使ってもらえるように周知

・期間限定で学校向けの専用サイトを作成し、大阪市立の小中高
全校に周知
・小学校・中学校・高校それぞれに向けた英語学習用などの
リストを作成

電子書籍「EBSCO eBooks」

「電子書籍 by Rakuten OverDrive」

辞典・辞書などの参考資料や大阪に関する資料、語学学習・資格試験
の問題集等を中心に提供 全文検索が可能

※2020年5月末まで2年間の試行実施

英語の絵本など、小・中・高校生向けの英語学習にも活用できる資料



デジタルアーカイブのPR

大阪市立図書館デジタルアーカイブ
大阪市立中央図書館所蔵の近世の大阪関係資料や明
治・大正期の絵はがき・写真・引札等の資料をデジタ
ル画像にして公開

商用利用も加工・改変も可能なオープンデータ約
7,200点を含む

⇒2020年1月にシステムのリニューアルを実施

操作性が向上！

自宅で試してもらえるような

Twitterと連動した
イベントを企画



電子図書館機能コンテンツへのアクセス件数

2019年度 2020年度

合計 1月平均 合計（1月まで） 1月平均

電子書籍 EBSCO eBooks 42,543 3,545 77,267 7,727

電子書籍 by Rakuten 
OverDrive （※1）

3,850 317 1,816 908

デジタルアーカイブ（※２） 206,543 17,212 256,883 25,688

ナクソス・ミュージック・
ライブラリー

33,729 2,810 30,707 3,071

（※１）2020年度は利用期限2020年5月31日までのアクセス件数

(※2）2020年1月にバージョンアップ。2020年1月～3月は、68,284件（平均22,761件）

のきなみ 昨年度よりアップ！！



自宅から利用可能なコンテンツを作成

子ども向けの「よやくのやりかた」の動画
大阪市教育委員会YouTube動画より

浪速図書館「図書館へ行こう！」の動画
大阪市教育委員会YouTube動画より

『パンダ銭湯』の読み聞かせ動画を公開
（2020年6月25日まで）

防災コーナーを紹介する動画
「知ってそなえる 減災につなげる」の動画

大阪市教育委員会YouTube動画より



「新しい生活様式」的、講座の開催

1.「図書館ビジネス講座元気塾」を無観客にて実施

大阪市教育委員会YouTubeで動画を配信

2. “ソーシャル・ディスタンス”のため、定員を半数に

後日、大阪市教育委員会YouTubeで講座の様子を公開

3. 会議アプリを使用し、リモート講師による講座を開催

当館が契約するデータベース「JapanKnowledge」「ナクソ
ス・ミュージック・ライブラリー」の活用講座を実施。講師は
リモートで講演し、画面の操作は会場で職員が行う。

ニ ュ ー ノ ー マ ル



大阪市立図書館ホームページ (https://www.oml.city.osaka.lg.jp) の
下記の「図書館からのお知らせ」のページから、現在公開中の
動画が覧いただけます

ビジネス講座元気塾 動画を公開中(令和3年3月31日まで）

大阪市史編纂所セミナー 探そう!大阪市の歴史魅力第17回

大阪市修史事業120周年記念講演会「新発見・旭区大宮神
社の豊国大明神像について」

https://www.oml.city.osaka.lg.jp/index.php?key=jobf
u2ca4-510#_510

https:https://www.oml.city.osaka.lg.jp/index.php?
key=joe1e4v0s-510#_510//

※3月7日（日)開催の「令和2年度 史料でたどる「おおさか」講演会「スペ
イン・インフルエンザの大流行と大阪」」の動画もまもなく公開予定

https://www.oml.city.osaka.lg.jp/
https://www.oml.city.osaka.lg.jp/index.php?key=jobfu2ca4-510#_510
https://www.oml.city.osaka.lg.jp/index.php?key=joe1e4v0s-510#_510


大阪市立図書館 https://www.oml.city.osaka.lg.jp

ご清聴ありがとうございました


