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１ 団体での利用にあたって 
 
１－１．まずは相談してください 
 調べ学習で図書館を利用することが決まったら、まずはご連絡ください。 
どのような目的で利用したいのかを伝えていただければ、図書館でどのようなサポートが可能か、ス

ケジュールはどうするか、どんな資料をいつまでに準備するのかなど、対応することができます。 
また、十分な資料を揃えるには時間がかかりますので、時間的に余裕をもって連絡されることをお薦

めします。（直前に連絡をいただく時に比べ柔軟な対応をすることができます。） 
 
 
◇ 調べ学習で利用するときには、主に下記のような４パターンがあります。 
 
                  ａ．団体で来館して利用（調べ学習・総合学習など） 

 
                  ｂ．個別に来館して利用（夏休みの課題など） 

 
 

とりあえず 

資料がある 

かどうか知 

りたい 

                 ｃ．特別貸出（学校・団体を対象とした貸出） 
 
 
 
                ｄ．所蔵調査 

児童・生徒は 
来館しない 

児童・生徒が 
来館する 

調べ学習で 
利用したい 

はじめに 
 
この「図書館利用ガイドブック」は、総合的な学習や調べ学習において、小・中学校と公共図

書館・公民館図書室が連携し、児童・生徒が効果的に学習できるように作成したものです。 
このガイドブックを通じて、子どもたちの学習で、より佐賀県立図書館や地域の公共図書館・

公民館図書室を活用していただけるようになれば幸いです。 
 
（注）本文中で「資料」という場合、図書・視聴覚資料・郷土資料・雑誌・新聞など、図書館で

所蔵しているすべてのものを指します。 

 
  ※各パターンについては「１－２．調べ学習で利用する」（p.２）をご覧ください。 
 
◇ 他にも、図書館では見学の受入れも行っています。 
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１－２．調べ学習で利用する 
 

ａ．団体で来館して利用する                                  

 授業時間などを利用して団体で来館する場合、次のことを考慮して計画を立てていただくようお願い

します。ご不明な点があれば、遠慮なくご相談ください。テーマ決めから調べ学習当日までサポートし

ます。 

 

（１）日程とテーマを決める 

 ◇日程を決める 

   図書館の休館日や開館時間に気をつけてください。 

   休 館 日：毎月の最後の水曜日、年末年始（１２月３０日～１月３日）、 

特別整理期間 

   開館時間：一般図書閲覧室 午前９時～午後８時 

         児童図書閲覧室 午前１０時～午後５時 

         新 聞 閲 覧 室 午前９時～午後８時 
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 ◇テーマを決める 

   県立図書館では原則として同じ資料を複数は揃えていません。そのため、調べるテーマが一つで、

同じ資料に子どもたちが集中してしまうと、資料が不足することがあります。また、郷土関係など

調べるテーマによっては、子ども向けの資料が少ないことがあります。 

事前に相談していただければ対応を工夫しますが、なるべく同じ資料に集中することがないよう

に配慮ください。 

 

集中を避けるために･･･ 

テーマを決定する前に、テーマに関する資料の有無・数量を確認する。 

なるべく複数のテーマを用意し、調査する項目を分散化する。 

    テーマがすでに決まっていて、同じ資料を使う子どもが多いことが予想される場合には、「譲り

合って使う」「なるべくコピーして使う（※１，※２）」などアドバイスする。 

 

※１ 図書館の複写サービスを利用される場合は費用がかかります。(p.１０参照) 

    ※２ 資料の複写は、著作権の範囲内でお願いします。詳細はカウンターにお尋ねください。 

 

 

（２）事前連絡をする 

  なるべく１週間前までに、学習テーマ、日程、人数、どのような資料を使用したいかなど、詳細を

ご連絡ください。図書館側の受入れ態勢を調整いたします。 

連絡がないまま急に来館された場合、 

① 他の学校や団体と日時が重なることがあります。 

② 貸出中などの理由により、十分な資料を提供することができません。 

③ 閲覧席が不足することがあります。 

･･･など、十分な対応をすることができませんので、ご了承ください。 

 

 



（３）事前指導をする 

  できれば、図書館や資料の使い方を事前にご指導いただくようお願いします。詳細は「１－３．資

料を有効に活用するために」（p.５）をご参照ください。限られた時間の中で、少しでも図書館の資料

を有効に活用して調べ学習を行っていただくためです。参考資料として『図書館をつかおう～子ども

向け図書館利用ガイドブック～』を添付していますので、ご活用ください。 

 

（４）調べ学習当日 

  せっかくの機会です。いろいろな資料を手にとってみてください。職員がお手伝いしますので、分

からないことは遠慮なくご質問ください。 

なお、図書館は公共の場ですので、マナーにお気を付けください。 

 

 

ｂ．個別に来館して利用する                                  

 夏休みや冬休みの課題として、学校から児童・生徒に学習テーマを設定される場合があると思います。 

このとき、事前に図書館へ課題内容をお知らせいただくと、来館されたときに学習のサポートをしやす

くなります。（テーマによっては所蔵資料が少ない場合がありますので、ご了承ください。） 

また、調べ学習を行うにあたり、具体的にどのようなことを知りたいのか、解決するためにどのよう

に調べるかなどを考えたうえで図書館に行くよう、ご指導ください。 

 

 

ｃ．特別貸出（調べ学習用図書、研究用図書等の貸出）                      

 総合的な学習の時間をはじめ、調べ学習には多様な図書が必要になります。そこで県立図書館では、

課題となるテーマに関連する図書をまとめて貸し出しています。 

 

 特別貸出の手続き 

 

① 本を探す・選ぶ 

県立図書館のホームページで検索するか、来館して本を選んでください。 

  また、電話で相談していただけますと、希望のテーマに添った資料を探すお手伝いをします。 

 

② 本を借りる 

１団体およそ５０冊、貸出期間は１ヶ月です。代表者の責任で貸し出します。 

  貸し出しの際は、以下のものをご持参ください。 

   ・代表者（借受者）の印かん 

・「明細書」・・・・・・・貸出希望の本を書き出すための様式です。 

本のタイトルを記入し、事前にＦＡＸしてください。おまたせするこ

となく貸出ができます。なお、その場で本を選ぶ場合は、不要です。 

・「利用者カード」・・・・以前登録があった学校については、カードを当館で保管しています。 

カードは１校につき１枚となっています。 

・名札など、学校の職員であることを証明できるもの。 

 

③ 本を返す 

返却ポストに入れずに、開館時間内（午前９時～午後８時）にカウンターまでお持ちください。 
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お願い 

・ いわゆる学級文庫のように、長期間、学級内に展示し児童生徒に対して学校外に自由に貸し出

すことは対象としておりません。県立図書館から借りた本は学校内でご利用ください。 

・ 県立図書館の本は、県民の大切な財産です。紛失、汚損された場合は、弁償していただきます。 

・ 対象となる本は個人一般の方にも貸し出しますので、返却期限は守ってください。期限までに

返されない場合は、新規の貸し出しはできません。また、長期間延滞されると貸し出しを制限

します。 

・ 県立図書館は県民の皆様の利用を目的としています。その性格上、県内の全ての学校を利用の

対象としておりますが、県立図書館の資料のみで対応するのには無理がありますので、まずは、

お近くの市町立図書館・公民館図書室をご利用の上、不足分を県立図書館にご相談ください。 

 

 

ｄ．所蔵調査                                         

 県立図書館で所蔵している資料を調べます。電話・ＦＡＸ・メール等でお問い合わせください。また、

ホームページから自由に検索することができますので、そちらも合わせてご覧ください。 

所蔵調査では、「学習のテーマに関わる本を探している」という場合にも対応いたしますが、テーマは

具体的に伝えていただきますよう、お願いします。漠然としたテーマの場合は、直接選んでいただいた

方が、より求める資料に近いものが見つかりますのでご来館ください。 

 

 

ｅ．調べ学習セットの貸出を利用する                              

 県立図書館では、小・中学校での総合的な学習の時間に利用できる図書セットを揃え、貸出を行なっ

ています。図書セットには、郷土に関する「ふるさとセット」や「総合学習セット」があります。詳細

なリストを、県立図書館ホームページに掲載していますので、ご覧ください。 

 なお、調べ学習セットの貸出は、貸出期間が決まっていますのでご注意ください。１年間を３期に区

切り、事前に提出していただく「図書セット貸出申請書」に基づいて調整しています。利用されたい場

合は、申込時期に合わせて、書類にて周知・募集しますので、お近くの市町立図書館・公民館図書室を

通じてお申込ください。不明な点があれば、お近くの市町立図書館・公民館図書室もしくは県立図書館

までお問合せください。 

 

  読書支援セットについて 

     調べ学習セットの他にも、朝の読書活動等に利用できる読書支援セットがあります。 
     小学１～３年生向け、小学４～６年生向け、中学生向けがありますので、合わせてご利用く

ださい。 
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１－３．資料を有効に活用するために 

 

 調べ学習で図書館を利用するときには、いくつか知っておいてほしいことがあります。子どもたちが

来館したときに多数の資料を前に戸惑わないように、次のことをご指導ください。ただ、学年によって

は指導が難しい部分が含まれると思いますので、その場合は先生及び引率する方が事前に一読し、場面

に応じてご指導ください。 

なお、内容については、『図書館をつかおう～子ども向け図書館ガイドブック～』を補足したものとな

っておりますので、あわせてご活用ください。 

 

（１）基本的な利用の仕方                                    

 

① 貸出・返却・予約など 

 「２ 県立図書館のご案内」（p.１３）で説明していますので、そちらをご覧ください。 

 

② マナー 

 図書館は公共の場です。他の利用者に配慮して利用するよう、ご指導ください。 

   ・走ったり、大きな声を出したりせず、静かに利用してください。 

   ・使った資料は、次の利用者のために元の場所に戻すか、職員に手渡してください。 

   ・閲覧室内での飲食はご遠慮ください。（飲食には食堂をご利用ください） 

   ・検索機や席は譲り合って使用してください。 

   ・手荷物の管理に気をつけてください。 

また、２階閲覧室では鞄及び袋物等の持ち込みはご遠慮いただいていますので、ロッカーをご

使用ください。 

 

③ 引率について 

事故を防ぐために、引率される場合は定期巡回をお願いします。保護者が引率される場合も同様にお

願いします。 

 

（２）調べ学習で図書館を利用する                               
 
ａ．調べたいことをはっきりさせる 
 
調べものの第一歩は、調べたいことをはっきりさせて、具体的な調べるめあて（小さなテーマ）を

決めるところから始まります。 
小さなテーマを決めるには、基になる大きなテーマの中から本当に知りたいことを選ぶのが一番い

い方法です。そのために、基になるテーマを様々な角度からみて、そこからどのようなことが連想さ

れるかイメージを膨らませる必要があります。インターネットで調べる・周りの人に聞く・自分の体

験から考えるなどいくつか方法がありますが、ここでは図書館を利用してイメージを膨らませる方法

を紹介します。 
  

 百科事典や図鑑を利用する 

事典や図鑑を使って、テーマの概要を掴みます。百科事典には、全体的なことがまとめられている

ので、基礎を知るのに役立ちます。なにか興味を持つきっかけがみつかるかもしれません。 
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 書架をみる 

図書館の本は分野ごとに分類されて並んでいるので、調べたいことに関連する本が並ぶ棚に行って、

いろいろな本を見ます。全ての本をじっくり読む必要はありません。タイトルを眺め、本をパラパラ

と見るだけでも、いろいろなテーマがあることが分かります。面白そうな本があれば、じっくり読ん

でみてもいいでしょう。 

 

  司書に相談 

なかなかイメージが膨らまないときは、司書に相談してみてください。違う視点からのアドバイス

ができますし、相談を通して新たな切り口がみつかるかもしれません。 

 

  調べ学習用の本を使ってみる 

図書館には、「調べ学習ガイドブック」など、調べ学習用の本があります。それらの本には、テーマ

見つけチャートや、図書館の日本十進分類法（ＮＤＣ）を使って、テーマのイメージを膨らませる方

法が紹介されています。いろいろな視点からテーマを考えたいときに利用すると便利です。 

 

【例】日本十進分類法（ＮＤＣ）を利用して「佐賀」というテーマを膨らませてみると？ 

0 総   記（000～099） 総記、刊行物 

1 哲学・宗教（100～199） 神社 

倫理学  ― 『葉隠』 

2 歴史・地理（200～299） 歴史 ― 佐賀出身の人物   ― 七賢人、成富兵庫茂安 

   ― 遺跡        ― 吉野ヶ里遺跡 

   ― できごと 

地理 ― 山、街道、川、滝、地名、地図 

3 社 会 科 学（300～399） 社会   ― 生活 

風俗習慣 ― 昔話、民話     ― カッパ 

（衣食住）  民間信仰      ― 恵比寿 

       年中行事      ― 祭り 

4 自 然 科 学（400～499） 自然 ― 動物 ― 有明海の生き物 ― むつごろう 

― 植物           ― くすのき 

― 岩石 ― 黒曜石 

― 気象 

5 技   術（500～599） 災害 ― 洪水 

技術 ― 城、焼き物（窯業） 

― 治水 ― ダム 

― 食品工業、食品 ― 菓子、郷土料理 

6 産   業（600～699） 産業 ― 林業、水産業、商業、工業、交通 

   ― 農業 ― 水田 

   ― 畜産 ― 佐賀牛 

7 芸   術（700～799） 音楽、スポーツ 

文化財 ― 焼き物（工芸）、文化遺産、工芸、織物、郷土玩具 

8 言   語（800～899） ことば ― 方言 ― 佐賀の方言 

9 文   学（900～999） 文学 ― 小説、詩 
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ｂ．資料の並び方に慣れる 

 

 図書館の資料は日本十進分類法（ＮＤＣ）に基づき内容別に分類されています。資料の背表紙下に貼

られている背ラベルには、分類番号などが記してあり、それを見れば資料の大まかな内容が分かります。 

この背ラベルの記号をまとめて請求記号といいます。 

 

 背ラベルの見方 

 

【児童図書の背ラベル】 

 
９１３ 

オカ 

１ 

分類番号（資料を内容別に分類、ＮＤＣに基づき３桁で表示） 

図書記号（作者名やタイトルの始め２文字を表示、絵本は画者） 

巻数記号（シリーズや上下巻など巻があるときに記載） 

請求記号 
 

 

 

 

【一般図書の背ラベル】 

２１９．２

O,３８ 

１ 
請求記号 

分類番号（資料を内容別に分類、３～５桁で表示） 

図書記号（作者名やタイトルを著者記号で表示） 

巻数記号（シリーズや上下巻など巻があるときに記載） 

 

 

 

 

 

 

 資料の並び方 

 

 閲覧室では、資料は請求記号順に上から下、左から右へと並んでいます。（下図参照）ただし、大型本

や参考資料・郷土資料など、一部別置されている資料がありますので、ご注意ください。 

 なお、調べたい分野の書棚がどこにあるか探すときは、館内表示を参考ください。 
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                         （図）資料の並び方 

 

 

 

ｃ．参考図書など様々な資料を活用する 

 

 図書館で一番多い資料といえば、本ですが、本にも読み物資料、社会や科学・スポーツや芸術などい

ろいろな分野の本、調べ学習に役立つ参考図書などいろいろな種類があります。その他に、新聞・雑誌、

ＣＤやビデオなどの視聴覚資料などの資料も所蔵しています。 

 

 



① 参考資料 

 参考資料は、辞書・図鑑など調べることを目的につくられている本です。それぞれの特徴を活かして

使います。 

種 類 内     容 

辞 書 
ことばや文字を調べるときに使います。国語辞典や漢和辞典、英和辞典など一般的なもの

や、方言辞書、アクセント辞典、ことわざ辞典など専門的なものがあります。 

百科事典 
あらゆる分野の知識を集めたもので、あらゆる事柄の基本やあらましが簡潔に解説されて

います。事柄は、アルファベット順や五十音順に配列されています。 

専門事典 

百科事典から特定の分野だけ選んで、比較的詳しい解説がされているものです。特定の分

野のことがらをより深く調べるときに使います。 

人名事典、人物事典、地名事典などがあります。 

図 鑑 
百科事典や専門事典より、豊富なさし絵や原色図版、写真が数多く使われています。子ど

も向けに作られた図鑑も多くあります。 

年 表 
いろいろなことがらを年代順に配列し、一覧できるように編集されています。日付、年代

と関連したことがらを調べるときに使います。 

年 鑑 
通常１年間の推移を中心に、統計的数値や写真、図などを用いて解説しています。ある年

のできごとや、できごとの時代背景などを調べるときに使います。 

地図帳 土地の位置や面積、境界、方位などをビジュアル的に見ることができます。 

統計集 

白 書 

いろいろなことがらの詳しい数値やデータを知りたいときに使います。企業や政府で発行

されたものも多いです。 

書 誌 

本をさがすための本で、探している本があるか調べるときに使います。図書館で本の所在

を知りたいときは、「目録」を使います。出版目録や書籍目録など、いくつか種類があり

ます。 

 これらの本は、読み物資料と違い、一冊丸ごとを読むものではありません。子どもたちが目次や索引

の使い方を身に付け、上手に使うことができるようにお願いいたします。 

 

 

② 郷土資料（佐賀県関係の資料） 

 調べ学習で郷土資料の利用を希望されるときには、いくつか注意していただく点があります。 

子どもを対象とした郷土資料は、資料数が少ない。 

      県立図書館では多数の郷土資料を収集・保存していますが、子どもを対象とした郷土資料があま

り発行されないため、ほとんどは大人向けの資料になります。そこで場合によっては、大人向けの

本を利用していただくことになります。 

郷土資料の利用について 

     郷土資料の中には保存の必要性から、閲覧をご遠慮いただいているものがありますので、ご了承

ください。 

利用を希望されるときには事前にご連絡ください 

効率よく学習が進むように資料の準備をしますので、事前にご連絡ください。 

 8



 

③ 新聞・雑誌 

  より新しい情報を知りたいときに使います。載っている記事を探すために「新聞記事索引」「雑誌記

事索引」などがあります。県立図書館では、朝日新聞・毎日新聞の縮刷版と、佐賀新聞のマイクロフ

ィルムを所蔵しているので、昔のニュースを調べることもできます。 

 

 

ｄ．本を探す 

 

 検索機を利用する 

県立図書館の検索機では、書名・著者名・出版者（出版社）・一般件名（※個人件名や分類に切替が可

能）から本を検索することができます。ただし、大人向けの本や古い本など調べ学習に向かない本も検

索されますので、ご注意ください。 
 子どもたちは、検索機の使い方にはすぐ慣れますが、検索した結果が全てだと思いやすく、該当する

本がなければ、そのまま諦めてしまうことがあります。なかなか求めている本が見つからないときは、

いろいろと検索する言葉を変えて試してみる、検索機の結果と分類番号を目安にして書棚を探す、職員

に相談する、など工夫してみてください。 

 

使用の注意 

         ・平仮名やカタカナの濁点・半濁点の文字は濁らない形で認識されます。 

           （例：バッタ→ハッタ、バイキング→ハイキンク） 

         ・長音が省略されます。（例：ハート→ハト） 

 

 

 日本十進分類法（ＮＤＣ）をもとに書棚をみて探す 

図書館の本は全て日本十進分類法で分野ごとに分類されて並んでいますので、それを手がかりに直接

本のタイトルを見ながら探します。目的の本が１冊見つかったら、ついでに周りの本も眺めてみると、

関連する本が見つかります。 

 目的によっては、参考図書のコーナーや郷土資料室を覗いてみるといいかもしれません。 

本棚をみて探す方法は、書店で本を探すのと似ています。見つけるのに少し時間がかかりますが、思

いがけない本を見つけることがあります。 

 

 

 棚にない場合 

 ・閉架書庫にあるかもしれませんので、司書に相談してください。 

 ・テーマによっては資料が極端に少ない場合があります。そんな時はちょっと視点を変えて、関連が

ありそうな他の分野の棚も探してみてください。 

例）焼き物の資料：工業（５７０番台）の棚＋工芸（７５０番台）の棚 

植物の資料 ：生物（４７０番台）の棚＋農業（６１０番台）の棚 

犬の資料  ：動物（４８０番台）の棚＋家畜・ペット（６４０番台）の棚 

       盲導犬であれば、福祉（３６０番台）の棚も参照 

 ・本が貸し出し中の場合は予約することができます。カウンターでお申込みください。 

 ・求める本を所蔵していない時は、相互貸借制度（p.１０）をご利用ください。 
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ｅ．図書館のサービスを利用する 

 

 レファレンス（調査相談）サービス 

  レファレンスサービスとは、利用者からの質問・相談を受けて、図書館員が資料に基づいて回答す

るサービスです。利用者が納得できる回答にたどりつくまで、利用案内から事実調査まで、さまざま

な方法で職員が支援します。（電話やメールでも受け付けています） 

  主なレファレンス内容 

図書館の利用方法や書架を案内します。（利用・配架案内） 

探している資料があるかどうか、無い場合は所蔵している図書館を案内します。（所蔵・所在検索） 

  学習・研究テーマなどに関する資料や機関を紹介します。（文献紹介、類縁機関紹介） 

  様々な質問について、資料に基づいてその情報を提供します。（事実調査） 

  

  ※次のような質問・相談には回答できませんので、ご注意ください。 

   法律や医療に関する相談（関連図書の案内はいたします）、身上相談、懸賞問題の解答、 

宿題答案や論文の作成、美術品・骨董品の鑑定、古文書・外国語文献の翻訳や解読 

 

  お願い 

調べ学習などで、利用・書架案内程度に支援をとどめておいた方がいい場合は、 

その旨をお伝えください。 

     なお、団体で来館されるときは次のことを心がけてください。 

         ●自分が何を調べたいのかをよく考えて、整理してから質問する。 

         ●すでに分かったこと、調べたことがあれば、質問するときに伝える。 

         ●同じような質問があるときは、みんなで相談して一緒に質問する。 

 

 

 複写サービス 

  著作権の範囲内で資料の複写サービスを行っています。モノクロ１枚１０円、カラー３０円、マイ

クロフィルム１枚４０円です。カウンターへお申し出ください。 

 

 

 相互貸借制度 

  県内の公共図書館のカウンターを通じて県立図書館の本を借りたり、県立図書館で他の図書館の本

を借りたりすることができます。利用希望を頂いてから、お届けするまでに２～５日ほどかかります。 
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 他にもこんなサービスがあります 

  貸出の継続サービス、インターネットからの予約・貸出サービス、遠隔地図書返却サービス、身体

に障害がある方への貸出サービス、など。詳細は直接お尋ねいただくか、県立図書館のホームページ

でご覧下さい。 

 

 自宅のパソコンからインターネットを利用して、佐賀県内の図
書館の図書を一括して検索することができます。 

 県立図書館のホームページからご利用いただけます。 

インターネット 
佐賀県内図書館 横断検索システム 

 

 

 

 

 

 

 

 
パソコン及び携帯電話から
のインターネット予約・貸
出サービス 

要登録 

 県立図書館ホームページで本を予
約し、最寄りの市町立図書館・公民

館で受け取ることができます。 

レファレンス 
（調査相談） 

 レファレンスとは、ちょっとしたお
尋ねや、調査・研究に必要な資料を探

すお手伝いをするサービスです。受付

は、インターネットのほかに、電話・

ＦＡＸ・文書・窓口でも行っています。

 

 

 

 

 

相互貸借制度 

 県立図書館の本を、最寄りの市

町立図書館・公民館で借りること

ができます。 

 県立図書館から借りた本を、
最寄りの市町立図書館・公民館

の窓口で返却することができま

す。 

遠隔地図書返却 
システム 

身体障がい者の方への 
郵送貸出サービス 

 以下の方には、自宅まで本を郵便でお届けします。読み終わった
ら、郵送で送り返せばＯＫ。郵送料は無料です。 
対象／県内にお住まいで次の身体障害者手帳をお持ちの方 
   肢体不自由：１級・２級 内部機能障害：１級・２級・３級 

この他に、大型絵本や紙芝居、パネルシアター

などの貸し出しを行っています。 

どうぞ、おはなし会などにご利用ください。 

市町協力館 

要登録 
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１－４．その他（補足・留意点） 

 

・図書館にある資料はぜいたくに利用してください 

  図書館には、いろいろな種類の資料があります。どうぞ積極的にご利用ください。一つの資料だけ

を見て調べものを終えてしまうよりも、何種類か読んで、書かれていることを比べたり、情報を寄せ

集めて自分なりに考えたりすることが、調べ学習を深めます。 

 

・情報を比較しましょう 

最近の出来事など、知りたい情報によっては本や百科事典よりも雑誌や新聞、行政広報などにより

詳しい情報が載っている場合があります。 

  加えて、一言に調べるといっても、インターネットで調べる、専門機関や博物館に行く、インタビ

ューする、など資料を読む以外にも情報を得る方法が多数あります。様々な情報を比較し、正しい情

報を選択するようにしましょう。 

  なお、インターネットを使う場合は、情報が古い、出典が明らかでないなど、情報の信頼性に問題

がある場合も多いので注意が必要です。しかし、最新の情報を手軽に得ることができ、大変便利です。

上手に利用しましょう。 

 

・資料リストの作成について 

  役に立ちそうな資料が見つかったら、資料の書名・著者名・出版社・出版年などを控えておきます。

あとでまたその資料を使うことになったとき、一から探しなおさずに済みます。 

  また、まとめるときに資料の出典を明記するときなどにも役立ちます。 

 

・調べ学習はじっくり 

調べ学習において、手軽に結果を求めたり、１冊の本だけを見て満足してしまったりすることが

あるようです。「使えそうな資料は見つかったけれど、もっと分かりやすい資料はないか」「別の角

度からテーマを深められないか」など、さらに発展して調べる態度を大切にしたいものです。 
学校の授業など限られた時間の中であれば難しいかもしれませんが、テーマを絞って情報を収

集・選択し、追及し、時には調べる過程を往復しながら、結果をまとめるという作業は、大人でも

時間がかかることです。どうぞ、じっくり取り組んでいただきたいと思います。 
 

・譲り合って使う 

   長期休み中の課題などでテーマが一つに集中した場合、希望者に対して資料が不足し、十分な提

供をすることが難しくなります。そのため、余裕をもって学習を進める、他の人のことも考えた資

料の使い方をする（例：短期間で返却する）などご指導をお願いします。 

 

 

 

 

 



２ 県立図書館のご案内 

 

◇開館時間  一般図書閲覧室 午前９時～午後８時 

       児童図書閲覧室 午前１０時～午後５時 

       新 聞 閲 覧 室 午前９時～午後８時 

児童図書閲覧室は、開館時間が異なりますのでご注意ください。 

時間外の利用を希望されるときは、カウンターまで申し出てください。 

 

 

 

◇閉 館 日  毎月の最後の水曜日、年末年始（１２月３０日～１月３日）、特別整理期間 

 

◇貸  出  １人１５点以内、貸出期間は２週間です。（ＣＤ、ビデオテープはそれぞれ２点以内です。） 

       貸出には利用者カードが必要です。初めて利用する時に、現住所・氏名・生年月日が確

認できるもの（運転免許証等）をお持ちのうえ、登録してください。 

 

◇返  却  閉館時には、図書は南・北の玄関入口の返却ポストに入れてください。（ＣＤ、ビデオな

どは直接カウンターに返却してください。） 

       延滞期間が長くなると次回貸出に制限が生じますので、必ず期限内に返却してください。 

 

◇予  約  借りたい図書等が貸出中の場合、１人１５点まで予約することができます。 

 

◇館内の紹介 

開架書庫におよそ１０万冊、閉架書庫におよそ４７万冊の蔵書があります。 

県立図書館のパンフレットに見取り図を掲載していますので合わせてご覧ください。 

階 数 室 名 説   明 

２ 階 開架書庫 

閲覧室１・２ 

 

 

郷土資料室 

 

一般書の 000～999 番台がならんでいます。詳細は、２階にある見取り図をご覧

ください。また、閲覧室には机と椅子を置いていますので、譲り合ってご利用

ください。 

 

市町の逐次刊行物や、さまざまな郷土資料を公開しています。求める資料が棚

に無い場合は、カウンターにご相談ください。 

 

※閲覧室に入る時は、バック・袋物等は持ち込めませんので、ロッカーに保管

してください。その際、貴重品やロッカーの鍵は身に付けてください。 

中２階 新聞閲覧室 当日の新聞を見ることができます。それ以前の新聞については、２階の総合カ

ウンターにお尋ねください。 

１ 階 児童図書閲覧室

 

 

ロビー 

 

食堂 

子ども向けの本や、授業に活用できる資料があります。また、壁に調べ学習や

感想文の書き方などについて掲示しています。 

 

季節や出来事に合わせたテーマで、本を展示しています。 

 

営業時間は 11:00～14:30 です。 

他に閉架書庫が３つありますが普段は立ち入りをお断りしています。ご覧になりたい場合はご相談ください。
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３ 日本十進分類法（ＮＤＣ）について 

 

図書館の資料は日本十進分類法（ＮＤＣ）により分類されています。 

内容や種類に応じて、分類整理することによって、すばやく資料を探しだすことができます。 

 

～ 日本十進分類法のしくみ ～ 
 

① 資料の内容を１０のグループに分け、０～９の数字で表します。[第１次区分、10 区分] 

② それぞれのグループを、また１０ずつのグループに分けて、１００のグループを作り、 

００～９９の二桁の数字で表します。[第２次区分、100 区分] 

③ さらに、それぞれのグループを１０ずつに分け、全部で１０００のグループを作り、 

０００～９９９の三桁の数字で表します。[第３次区分、1000 区分] 

 

【参考：日本十進分類法 [第２次区分（100 区分）まで] 】 

     

０００ 総記 

０１０ 図書館 

０２０ 図書 

０３０ 百科事典 

０４０ 論文集 

０５０ 逐次刊行物 

０６０ 団体 

０７０ 新聞 

０８０ 全集 

０９０ 郷土資料 

１００ 哲学 

１１０ 哲学各論 

１２０ 東洋哲学 

１３０ 西洋哲学 

１４０ 心理 

１５０ 倫理 

１６０ 宗教 

１７０ 神道 

１８０ 仏教 

１９０ キリスト教 

２００ 歴史 

２１０ 日本史 

２２０ アジア史 

２３０ ヨーロッパ史 

２４０ アフリカ史 

２５０ 北アメリカ史 

２６０ 南アメリカ史 

２７０ オセアニア史 

２８０ 伝記 

２９０ 地理 

３００ 社会科学 

３１０ 政治 

３２０ 法律 

３３０ 経済 

３４０ 財政 

３５０ 統計 

３６０ 社会 

３７０ 教育 

３８０ 風俗・民話 

３９０ 国防・軍事 

４００ 自然科学 

４１０ 数学・算数 

４２０ 物理 

４３０ 化学 

４４０ 天文 

４５０ 気象・地質 

４６０ 生物 

４７０ 植物 

４８０ 動物 

４９０ 医学・薬学 

     

５００ 技術・工学 

５１０ 土木・公害 

５２０ 建築 

５３０ 機械・原子力 

５４０ 電気 

５５０ 造船 

５６０ 金属 

５７０ 化学工業 

５８０ 製造工業 

５９０ 家庭・生活 

６００ 産業 

６１０ 農業 

６２０ 園芸 

６３０ 養蚕 

６４０ 畜産 

６５０ 林業 

６６０ 水産業 

６７０ 商業 

６８０ 交通・輸送 

６９０ 通信 

７００ 芸術・美術 

７１０ 彫刻 

７２０ 絵画・書道 

７３０ 版画 

７４０ 写真 

７５０ 工芸 

７６０ 音楽・舞踊 

７７０ 演劇・映画 

７８０ スポーツ・体育

７９０ 娯楽 

８００ 言語 

８１０ 日本語 

８２０ 中国語 

８３０ 英語 

８４０ ドイツ語 

８５０ フランス語 

８６０ スペイン語 

８７０ イタリア語 

８８０ ロシア語 

８９０ その他の言語 

９００ 文学 

９１０ 日本文学 

９２０ 東洋文学 

９３０ 英米文学 

９４０ ドイツ文学 

９５０ フランス文学 

９６０ スペイン文学 

９７０ イタリア文学 

９８０ ロシア文学 

９９０ その他の文学 

     

 

※県立図書館では･･･ 

・絵本には、分類番号のかわりに「Ｅ」の記号がつけられています。 

 ・一般図書の日本の小説には 913.6 という分類番号の代わりに「Ｆ」という記号がつけられています｡ 

 ・外国図書には、分類番号の前に「Ｙ」という記号がつけられています。 
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平成１９年 ３月 作成 

平成１９年１１月 改訂 

平成２１年 ３月 改訂 

    

  

〒840－0041 佐賀市城内二丁目１番４１号 

ＴＥＬ：０９５２－２４－２９００ 

ＦＡＸ：０９５２－２５－７０４９ 

ホームページアドレス：http://www.pref.saga.lg.jp/kentosyo/ 

メールアドレス：saga-kentosyo@pref.saga.lg.jp 

 

携帯電話からも利用できます。 

携帯用ホームページアドレス：http://www.pref.saga.lg.jp/kentosyo/m/index.html  
※ 右のＱＲコードを、携帯電話のバーコードリーダーで読み取って 

接続することもできます。 
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