
（2019年 8月 31日） 

 

 

第 50 回 「個性ある図書館」展示 

 

 

 

 

 

 

まちで見かけるサインやマーク 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
展示期間：2019年 8月 31日～2019年 10月 24日 
中野区立野方図書館 東京都中野区野方 3-19-5 

TEL：03-3389-0214 FAX：03-3389-0238  

まちかど通信のがた 
 

私たちの身のまわりには様々なサインやマークがあります。 

まちで見かける道路標識や案内表示など、その多くは、「ピクトグラム」で

表されます。例えば、トイレの場所や非常口を表すマークなどがそれにあた

ります。 

日本で大きく発展したのは、1964 年に開かれた東京五輪がきっかけでし

た。多くの外国人を日本に迎えるため、まちには誰もがわかるようなサイン

やマークが必要になりました。言葉や文字に変わって絵でメッセージを伝

える大事な情報伝達ツールの１つであるピクトグラムは、私たちの生活に

なくてはならないものです。 

この機会に「まちで見かけるサインやマーク」について考えてみませんか。 

 

 

 

 
 

 

 

ピクトグラムには、 

色や形にも意味があります。 

○は禁止や指示を、□は安全や 

誘導、△は注意など。色も赤は 

禁止、黄色は注意などを表します。 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
  
  
  

  

 
 

 

 

書名  著者名  出版社名 /発行年  請求記号  

街角図鑑  三土  たつお／編著  実業之日本社／2016 049 ミ  

サインシステム計画学  赤瀬  達三／著  鹿島出版会／2013 526.6 ア  

ピクトグラム＜絵文字＞デザイン  太田  幸夫／著  柏書房／1987 727 オ  

おもしろピクトの作り方  KAIGAN／編著  誠文堂新光社／2009 727 カ  

世界のサインとマーク 村越  愛策／監修  世界文化社／2002 727 セ  

マークの秘密がわかる本  全国素朴な疑問研究会／編著  日東書院本社／2008 727 ゼ  

ひと目でわかるシンボルサイン  
国土交通省総合政策局交通消

費者行政課／監修  ほか  
大成出版社／2001 727 ヒ  

絵で表す言葉の世界  村越  愛策／著  交通新聞社／2014 727 ム  

ピクトグラフィ・ハンドブック  Rudolf Modley／著  産調出版／2006 727 モ  

1964 年東京大会を支えた人びと  笹川スポーツ財団／企画・制作  新紀元社／2019 780 .6 セ  

街の公共サインを点検する  
本田  弘之・岩田  一成・  

倉林  秀男／著  
大修館書店／2017 801 .0 マ  

まちで見かけるサインやマーク 

『絵で表す言葉の世界』 

村越 愛策／著 交通新聞社 2014 年（ 727 ム ） 

 

ピクトグラムはどのように生まれ、どう発展してきたの

か。空港や駅など交通に関わる公共サインを手掛けてきた

著者が、言語が異なっても目で見ればわかる、視覚的コミ

ュニケーションの分野、ピクトグラムの世界を語る。 

 

『街の公共サインを点検する』 

本田 弘之・岩田 一成・倉林 秀男／著  

大修館書店 2017年（ 801.0 マ ） 

 

日本語がわからない外国人にも伝わるサインとはどういっ

たものなのか。まちで見かける案内標識や看板などを数多く

写真で紹介し、日本の公共サインの問題点を検証している。

今後の「公共サイン」のあり方について考えさせられる一冊。 

 

おすすめ本 



「まちで見かけるサインやマーク」について調べるには 
 

中野区立図書館に所蔵のある資料をもとに基本的な調べ方をご紹介します。 
 

1．キーワードを集める 

✣様々なキーワードを使うことで、資料を効率的に検索できます。 

 

 

 

2．基本的な用語を理解する 

✣サインやマークに関する用語を調べましょう。 
 

資料情報 請求記号 

JISハンドブック 図記号 2018  日本規格協会 2018年 509.1ジ 18 

記号の事典 セレクト版 第３版  江川 清／[ほか]編 三省堂 1996年  801.9キ 

3．図書を探す 

✣テーマの棚に行って探します。 
 

記号 分類 記号 分類 記号 分類 記号 分類 

369 社会福祉 674.8 看板 727 図案 801.9 絵文字 

✣中野区立図書館利用者用検索機「ＯＰＡＣ（オーパック）」で。 

  資料のタイトルや著者名、出版社名などから、中野区立図書館所蔵の資料を検索できます。 

中野区立図書館のＨＰからも検索できます。 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/ 

 ✣国立国会図書館の蔵書目録「国立国会図書館サーチ」で。 

  国内で刊行され、国会図書館で所蔵された図書・雑誌、その他が検索できます。 

http://iss.ndl.go.jp/  

4．インターネットを利用する 
 

公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団 http://www.ecomo.or.jp/ 

2001 年に作成された標準案内用図記号ガイドライン（改訂版）を見ることができます。 

一般社団法人 日本標識工業会 http://www.signs-nsa.jp/ 

JIS規格に準拠した標識の普及活動に取り組んでいます。 

5．関連の政府機関・自治体 

国土交通省 http://www.mlit.go.jp/  

〒100−8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3 ℡：03-5253-8111（代表） 

東京都 http://www.metro.tokyo.jp/ 

〒163-8001 東京都新宿区西新宿 2-8-1 ℡：03-5321-1111（代表） 

中野区 http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/ 

〒164-8501 東京都中野区中野 4-8-1 ℡：03-3389-1111(代表) 

ピクトグラム、サイン、図記号、記号、絵文字、グラフィック、標識、標準案内用図記号、 

シンボルマーク、JIS（日本工業規格）、ISO（国際標準化機構）、ユニバーサルデザイン など 

 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/
http://iss.ndl.go.jp/
http://www.ecomo.or.jp/
http://www.signs-nsa.jp/
http://www.mlit.go.jp/
http://www.metro.tokyo.jp/
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
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6．新聞・雑誌で調べる 

 野方図書館では［朝日、読売、毎日、東京、日経、産経、スポーツニッポン、ジャパンタイム

ズ］ 計 8紙の原紙を 3ヶ月間保存しています。それ以前は朝日新聞のみ過去 20年間の縮刷版を

所蔵。雑誌は、週刊誌は過去 3ヶ月間、隔週刊誌は過去 6ヶ月間、月刊誌は過去 1年間、隔月刊

誌は過去 2年間保存しています。 

なお、中央図書館では、参考資料コーナーの利用者開放インターネット端末から、以下のデー

タベースをご利用いただけます。 
 

データベース 収録期間と主な内容 

官報情報検索サービス 1947年 5月 3日から当日までの官報記事の検索 

日経テレコン 21 1975年からの日経 4紙（経済・産業・金融・流通）の記事 

聞蔵Ⅱビジュアル 
1879年から 1999年までの朝日新聞紙面イメージ 

1985年から当日の新聞までの記事 ほか 

MAGAZINEPLUS 一般雑誌・専門雑誌の雑誌記事検索や論文情報など 

WHOPLUS 歴史上の人物から現代の人物まで約 32万人のプロフィール 

D1－Law.com 判例情報、法律の改廃記録、法律判例文献情報 など 

 

 

 

☆蔵書点検期間は休館となります 

9 月 17 日(火)～9 月 19 日(木) は、蔵書点検のため 休館 致します。 

 

※ブックポストへの返却は、図書（都立、他区市借用図書は除く）はできますが、

視聴覚資料はできません。ＣＤ及びＣＤ等付属資料のついた書籍、他区からの借用

本は、開館時にカウンターへのご返却をお願い致します。 

 

 

★野方図書館 これからのお知らせ★ 

☆秋のイベントをお楽しみに！ 

…２冊 1 組で図書館員おすすめ本を貸出します。 

何が入っているかは借りてからのお楽しみ！ 

…参加者（バトラー）がお薦めの本を持ち寄り、紹介 

します。１番（チャンプ）に輝くのはどの本!? 

参加者、観覧者ともに募集中です。 

新たな本との出会いがあるかも！？ 
 

 
一般向け・おたのしみ袋

（ 10 月 19 日㈯ ） 

ビブリオバトル 

（ 10 月 20 日㈰ ） 

今回のテーマは「怖い本（秋篇）」 


