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日本の図書館の種類 

日本の図書館を 

  ・主たる奉仕対象 ・それに対応する設置者 

という基準で分類すると6種類に分類 

①国立図書館 

 ②公共図書館 

  ③学校図書館 

   ④大学図書館 

    ⑤専門図書館 

     ⑥その他の図書館 
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国立図書館 

国立国会図書館（東京本館、国際子ども図書館、 

関西館、各省庁や最高裁の図書館）の1館のみ 

 

・主たる奉仕対象：国民全体 

・設置者：国 

・特色 

  ①国内刊行物の網羅的収集 

  ②全国書誌の作成 

  ③国内各種図書館への協力・支援活動 
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公共図書館 

公立図書館、私立図書館 計3,164館 

 

・主たる奉仕対象：住民 

・設置者：地方自治体、公益法人 

・特色 

  ①設立に法的根拠がある 

  ②公費で維持・管理 

  ③誰もが平等に利用できる 
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学校図書館 

小中高の学校に附設の図書館 

※小学校：22,000校 中学校：10,814校 

高等学校：5,116校の全てに必置の施設として附設 

（学校図書館法による） 

 

・主たる奉仕対象：児童、生徒、教員 

・設置者：小学校、中等教育機関 

総合学習の場として、戦後に重点設置 
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大学図書館 

学術資料や学習資料を収集・整理し、 

利用に供する図書館 

 

・主たる奉仕対象：教職員、学生 

・設置者：大学、短大、高等専門学校 計1,673館 

・大学設置基準（文科省令）により、大学に不可欠
の施設として、一定水準以上の図書館を整備
することが求められている 
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専門図書館、その他図書館 

専門図書館 

・特定の機関に附置し、専門領域の資料を収集・整理・
保存して、専門領域の利用者の利用に供する図書館 

  ・事業組織が業務上の必要から設ける一部門 

  ・主たる奉仕対象：設置母体の構成員、専門家 

  ・設置者：政府機関、議会、企業、大学、学協会etc 

 

その他図書館 

・点字図書館、病院患者図書館、刑務所図書館 
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国・政府関係機

関・公共企業

体, 153

地方議会・地方

自治体, 250

公共図書

館, 143

大学・付属機

関, 503

学会・協会・

団体, 201

民間企業体, 

253

国際機関・外国

政府機関, 25 美術館・博

物館, 191

その他, 27

専門図書館の類別

計1,746館

※専門図書館協議会加盟図書館 
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国や政府機関の専門図書館 

法的根拠を持つ図書館 

 ・国立国会図書館 

   「憲政資料室」「法令議会資料室」 

 ・最高裁判所図書館、etc 

 

法的根拠を持たない図書館 

 ・独立行政法人や公共企業の資料室、図書館 

   ジェトロや政投銀の資料室など 
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公共図書館、大学図書館の専門図書館 

公共図書館 

 ・地域行政資料に相当の蓄積がある 

 ・ビジネス関係の資料や情報を重点的に収集 

（県立図書館などの大規模図書館に多い） 

大学図書館 

 ・医学図書館（※日本医学図書館協会という
ネットワークを持つ） 

 ・研究科内の図書室 
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地方議会、学協会の専門図書館 

地方議会や地方自治体の図書館 

 ・地方自治法により必置が義務付けられている 

 ・議員、職員の調査研究を補助、住民にも開放 

 

学会・協会・団体の図書館 

 ・主に所属会員の研究活動等を補助 

 ・公益性の観点から一般にも開放している 
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国際機関、美術・博物館の専門図書館 

国際機関・外国政府機関の図書館 

 ・各国に関する政府情報、学術資料をはじめ、政
治・経済・社会・文化等、多方面の外国情報が入
手可能 

 例）アメリカンセンター・レファレンス室、日仏会館 

    ブリティッシュ・カウンシル、大使館広報室など 

美術・博物館の図書館 

 ・館内に附置されている資料室が中心 
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民間企業体の専門図書館 

・企業体の事業目的に必要な情報を扱う 

・組織の維持管理に必要な文書などの整備・保管 

・社内の広報誌や社史の編纂 

・企業の文化活動や社会貢献活動の一環として、
専門資料を収集し、一般に開放 

・「博物館」や「資料館」という名称のものもある 

 例）味の素 食のライブラリー、松下資料館 
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本日紹介する図書館・資料館 

 
・髙島屋史料館 
・阪急学園 池田文庫 
・松下資料館 
・松下幸之助歴史館 
・島津創業記念資料館 
・竹中大工道具館 
・㈱味の素 大阪支社 食のライブラリー 
・京都国際マンガミュージアム 
・交通科学博物館 

文学部生向け 

経済学部生向け 

理系学部生  
向け 

一般向け？ 
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設置者：髙島屋 

～所蔵資料～ 

 日本を代表する美術家による名品 

 （日本画、洋画、工芸彫刻品）や18世紀の能装束 

 髙島屋の社史や戦前のポスター、専門書 

開館時間：10:00～17:00  休館日：日曜・水曜日 

アクセス：地下鉄御堂筋線「なんば駅」より徒歩10分 

       髙島屋東別館 南側入口3階  入場無料 

髙島屋史料館 

http://www.takashimaya.co.jp/corp/info/library/index.html
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設置者：阪急電鉄 

～所蔵資料～ 

映画・演劇書、宝塚歌劇団関連の演劇資料 

役者絵・絵看板・番付などの歌舞伎関係資料 

阪急電鉄の社史や歴史資料 

特色：上方役者絵の所蔵では世界一 

開館時間：9:30～17:00 休館日：月曜・第1水曜・祝日 

アクセス：阪急宝塚線「池田駅」より徒歩10分  入館無料 

阪急学園 池田文庫 

http://www.ikedabunko.or.jp/
http://www.ikedabunko.or.jp/
http://www.ikedabunko.or.jp/
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設置者：パナソニック・グループ 

～所蔵資料～ 

松下幸之助の関係資料（著作など） 

パナソニック・グループの社史 

日本的経営の系譜資料（商家の家訓や学術論文など） 

経営・経済関係図書（学術研究書や評論、実務書など） 

開館時間：9:30～17:00 休館日：日・月曜、祝祭日 要予約 

アクセス：近鉄京都線「山田川駅」より徒歩7分 入館無料 

松下資料館 

http://matsushita-library.jp/


設置者：パナソニック・グループ 
～所蔵資料～ 
松下幸之助の歴史を時系列順に 
追った展示物、経営思想や人生 
観を紹介する映像資料 

パナソニック・グループの歴代の代表的な製品展示，これまでの
広告資料 
特色：日本の家電メーカーを代表するパナソニック・グループの 
    原点からその発展過程を様々な角度から見る事ができる 
開館時間：9:00～17:00 休館日：日曜・祝日 
アクセス：京阪本線「西三荘駅」より徒歩3分 
入場無料・予約不要 

19 

松下幸之助歴史館 

http://panasonic.co.jp/rekishikan
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島津創業記念資料館 

設置者：株式会社島津製作所 
～所蔵資料～ 
創業以来製造してきた理化学器械， 
人体模型などの標本，初期の医療 
用X線装置や，昭和40年代までの 
産業用製品，これらに関する文献・ 
資料を600点展示 
 
特色：パイプオルガンや日本最古の顕微鏡も展示 
開館時間：9:30～17:00（入館は16:30まで） 
閉館日：水曜日  入場料：大人300円 
アクセス：京都市地下鉄東西線「京都市役所前」より徒歩2分 

http://www.shimadzu.co.jp/visionary/memorial-hall/index.html
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竹中大工道具館 

設置者：竹中工務店 
～所蔵資料～ 
国内の伝統的な大工道具 
世界各国の木工具 
儀式や営業用具などの風俗資料 
大工が連綿と受け継いできた伝統 
の技が記された文献資料 
※建築技術と大工道具に関する研究について，共同研究 
  あるいは研究援助を行っている 
開館時間：9:30～16:30（入館は16時まで） 
休館日：月曜日 入場料：一般 300円 
アクセス：神戸市地下鉄「県庁前駅」より徒歩5分 

http://www.dougukan.jp/contents
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味の素大阪支社 食のライブラリー 

設置者：味の素 株式会社 
 
～所蔵資料～ 
食に関する図書，雑誌，映像資料 
食文化・食材・食品・料理・食生活・栄養 
食糧経済等に関する図書を1万2千冊所蔵 
 
 
※利用無料（ただし貸出には利用カードの発行が必要） 
※WEB上での蔵書検索が可能 
開館時間：10:00～17:00 閉館日：土曜・日曜日，祝祭日，etc 
アクセス：京阪中之島線「中之島駅」より徒歩4分 

http://www.syokubunka.or.jp/facilities/osaka/about/index.html
http://www.syokubunka.or.jp/facilities/osaka/about/index.html
http://www.syokubunka.or.jp/facilities/osaka/about/index.html
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京都国際マンガミュージアム 

設置者：京都精華大学・京都市 
～所蔵資料～ 
・現代の国内マンガ本が中心 
・明治期以降のマンガ関連歴史資料 
・世界各国の著名マンガ本、雑誌や 
 アニメーション関連資料など約30万点収蔵 
※1970年代～現在に発行されたマンガ単行本約5万冊をから 
  なる『マンガの壁』 
 
開館時間：10:00～18:00（入館は17時半まで）  
休館日：水曜日  入館料：大人 500円（再入場可能） 
アクセス：京都市地下鉄「烏丸御池駅」より北へ50m 

http://www.kyotomm.jp/
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交通科学博物館 

設置者：JR西日本 
～所蔵資料・展示物～ 
主な展示物：鉄道車両，自動車，航空機， 
        電車運転シミュレーターなど 
館内図書室：鉄道を中心に，交通・運輸に 
       関する図書・資料を収集・保存 
       収蔵図書数は1万5千点で，WEB上から検索可能 
※絵葉書や鉄道錦絵，ポスターなど歴史的資料も多数展示 
 
開館時間：10:00～17:30（入館は17時まで） 
入場料：大人 400円 
アクセス：JR大阪環状線「弁天町駅」下車すぐ 

http://www.mtm.or.jp/
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専門図書館・資料館を探すには？ 

当館を利用する場合 

 図書館年鑑 

 調べごと解決！情報源 

 最新版!!図書館マスターガイド 

WEBを利用する場合 

 日本の企業博物館 

 専門図書館協議会 

 関西企業ミュージアム・資料館 

http://homepage3.nifty.com/hoshiais
http://www.jsla.or.jp/
http://www.dnp-orikomio.com/svc/museum

