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＜調べ方案内６＞（オンラインデータベースを使う ③ 『ルーラル電子図書館』）
県立図書館では、調べ物をするときに便利なオンラインデータベースが利用できます。
今回は、農業関係の雑誌や図書の検索ができる『ルーラル電子図書館』を紹介します。
●収録内容
農山漁村文化協会が出版している雑誌・図書をデジタルデータで収録しています。
主な収録内容
・月刊誌『現代農業』：1985 年 1 月号～
・『農業技術大系』：農業技術の百科事典。土壌施肥編・野菜編・作物編・果樹編・花
卉編・畜産編の６シリーズ全てを収録。
・『農業総覧 病害虫防除総覧』：１３０作物、１５００病害虫の診断法と防除法を詳述。
農薬に頼らない防除法にも重点を置いています。
・『聞き書 日本の食生活全集』：全国３００地域、５０００人のお年寄りから取材した、
地域に根ざした食事の記録。
●検索機能
収録データを全文検索（フリーワード検索）が可能です。また、検索する言葉が思い
つかない、入力が苦手という方には「検索用語集」から簡単に必要な情報を探すことが
できます。
＜例＞
←「ナメクジ＆防除」で
検索した結果です

検索結果 1 件目の→
テキスト版の本文です
☆調査・相談カウンターの端末で、どなたでもご利用いただけます。
■

県立図書館の
県立図書館の資料は
資料は、市町村立図書館などを
市町村立図書館などを通
などを通じて利用
じて利用することもできます
利用することもできます。
することもできます。
お近くの図書館、あるいは公民館図書室等の読書施設にご相談ください。
■ 県立図書館では
県立図書館では、
では、千葉県に
千葉県に関する資料
する資料を
資料を収集しています
収集しています。
しています。
グループ・職場などで資料を発行されたときには、情報をお寄せください。

編集長の独り言
「国民読書年」の秋の夜長、去年は頑張って中
国の源氏物語といわれる『紅楼夢』を読んだけ
れど、ぶらり散歩でおすすめの八犬伝でも読ん
でみようかなぁ･･･
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