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どんな本でも  たくさん 
     ある  のが 
 【 こんなことができるよ 】 全国の電話帳＆地方新聞が見られます 

 【 新連載 達人への道  】 第壱章 「NDC とはなんぞや？」 

 

 

 図書館からのお知らせ 

◆千葉大学附属図書館松戸分館との連携が始まり

ました！ 
 
◆利用マナーを守りましょう！ 

館内での飲食・喫煙は指定の場所で。 

携帯電話の使用・大きな声でのおしゃべり等、

周りに迷惑となる行為はご遠慮ください。 
 
◆公共交通機関をご利用ください！ 

当館の駐車場は常に混雑しております。公共交

通機関をご利用ください。 

路上駐車はみなさんの迷惑となるばかりでなく、

事故の原因となります。絶対にやめてください！ 
 
◆本や雑誌を寄贈してください！ 

参考書・専門書などを集めています。 

詳しくは西部図書館 資料課 収集係 まで 

         TEL:０４７‐３８５‐４１３３ 

 

 図書館活用講座  

ただいま受講者募集中（定員各10名） 

 

 

※８／３１に行った図書館活用講座Ⅰの様子です 

 
 

 
行事予定 

☆展示「中国語・韓国語・朝鮮語の本を読もう」 
  (９/17～10/16)  
★秋の特別整理期間(10/17～26)  

  ☆図書館活用講座Ⅱ(10/2７) 
   インターネットを使った情報の探し方の講習 

  ☆展示「洋書を読もう(仮)」(10/2７～1２/2７)  
☆図書館活用講座Ⅲ(11月・12月) 

   外部データベースの使い方講習 

☆展示「地図を楽しむ(仮)」(1/5～3/７)
 

 
★春の特別整理期間(３/８～１７) 

 

県立図書館?? 

名前は何でしょう
？ 

図書
館にある草木です 



どんな本でもたくさんあるのが県立図書館？？ 
－市立図書館と県立図書館の集めている本の違いについて－ 

 

 「今度の週末はゆっくり読書。最近話題の小説でも読んでみるかな。県立

図書館ならあるだろう。」と思って来館された貴方。申し訳ありませんが、県

立西部図書館は、最近の小説や趣味の本をあまり持っていないのです。 

その理由は、県立図書館が調査研究のための図書館として調べものに利用

する専門書や参考書を中心に集めているからなのです。 
 

一般的に市立図書館は、利用される方が日常的に利用する小説や趣味の本、子どもの本を主に集

めています。一方、県立図書館では、何かを調べるときに必要な本を重点的に集めています。 

 

下の図は、西部エリアの市立図書館と千葉県立西部図書館の蔵書構成を比較した図です。市立図

書館では全体の４０％を占めている文学ですが、その多くは、よく読まれる最近の小説です。それ

に対し、県立西部図書館は同じ文学でも全集や評論、参考書のように、文学を研究する方が利用す

るような本を多く集めているのです。 

このように県立西部図書館は、調査研究のための図書館として専門書や参考書を中心に資料を集

めています。特に、科学･医学、技術･工学に関する本を重点的に集めています。ぜひ調べものの際

には、県立西部図書館をご活用ください。 

なお、西部図書館で持っていない本のお取り寄せもできますので、カウンターにご相談ください。 

 
  

事典・目録 ４％ 

哲学・宗教 ３％ 

歴史・地理 ９％ 

政治・経済 １４％ 

科学・医学 ８％ 

技術・工学 ８％ 

産業・商業 ３％ 

芸術    ９％ 

語学    ２％ 

文学    ４０％ 

 

 

 
 

事典・目録 １１％ 

哲学・宗教 ６％ 

歴史・地理 １０％ 

政治・経済 ２６％ 

科学・医学 １１％ 

技術・工学 １１％ 

産業・商業 ５％ 

芸術    ６％ 

語学    ２％ 

文学    １１％ 

 

 

 

 

 
 

市立図書館 

・ 日常的によく読まれる、趣味や実用書を中心に集

めている 

・ 子どものための本を多く持っている 

県立西部図書館 

・ 調べ物に必要な、事典や目録、参考書を中心に集

めている 

・ 科学･医学、技術･工学の専門書を多く持っている 

市立図書館（西部エリア） 千葉県立西部図書館 
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 こんなことができるよ ‐全国の電話帳と地方新聞が見られます‐ 

 

 

 

進化している電話帳 

 

県立西部図書館では、北海道から沖縄までの日本全国の「タウンページ」「ハローページ（個人

名・企業名）」を揃えています。もちろん検索に便利なインターネット版の「ｉタウンページ」も

見ることができます。平成１７年版から「タウンページ」は日常生活に便利な「デイリータウンペ

ージ」と、事業所間取引で必要な専門的な業種を集録

した「ビジネスタウンページ」に分かれました。巻頭

巻末には各地域の暮らしやビジネスに役立つさまざま

な情報も掲載されるようになりました。 

 県立西部図書館では常に最新版を揃えています。（県

内の古いものは、昭和４３年位から県立中央図書館で

保存しています。）図書館の入り口正面にある壁際に配

架されており、いつでも自由にご覧いただけます。 

ぜひ一度、開いてみませんか？ 

西部図書館館内案内図:図書館の入り口を入り、カウンターを右手に直進した正面、壁ぎわのコーナーにタウンページ、その右手、壁ぎわ沿いに各地方の新聞。 

 

故郷ではどんなことが話題になっているんだろう？ 

 

「故郷を離れて○○年、最近帰省もしていない。でも、ふと故郷のことが気になった。」そんな

時には、県立西部図書館の地方新聞のコーナーに来て、故郷の新聞を読んでみませんか？全国紙に

はないホットな情報に出会えるかもしれません。 

 

県立西部図書館では、北海道から沖縄までの全国の地方新聞、次の４５紙が閲覧できます。 

北海道新聞 秋田魁新聞 岩手日報 河北新報 東奥日報 

福島民報 山形新聞 茨城新聞 神奈川新聞 埼玉新聞 

下野新聞 上毛新聞 信濃毎日新聞 新潟日報 山梨日日新聞 

伊勢新聞 北日本新聞 岐阜新聞 静岡新聞 中日新聞 

福井新聞 北国新聞 京都新聞 神戸新聞 奈良新聞 

山陰中央新聞 山陽新聞 中国新聞 日本海新聞 山口新聞 

愛媛新聞 高知新聞 四国新聞 徳島新聞 大分合同新聞 

熊本日日新聞 佐賀新聞 長崎新聞 西日本新聞 南日本新聞 

宮崎日日新聞 琉球新聞 朝日大阪版 千葉日報 東京新聞 

 

地方の新聞は図書館への到着が２日～３日遅れることがあります。開架には１ヶ月分が置いてあ

ります。古いものも１年分は書庫で保存していますので、カウンターにお申し出ください。 

＊ 電話帳や地方新聞の利用の仕方やコピーについては、職員にお尋ねください。 

地方紙（北→南） 

カウンター 入口 

タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ 



表紙クイズの答え：ヤマボウシ（駐車場にあります） 

９１５６ 

 

１５ 

シリ１ 

達人への道 第壱章 
 
 
 
 
 ＮＤＣとはなんぞや？  

 

ＮＤＣとは本を探すための分類法の一つで、 

Nippon Decimal Classificationの略です。 

日本十進分類法と訳します。 

図書館の本には請求記号という番号がつい

ています。NDCはこの請求記号の元になって

います。 

 

ＮＤＣ分類 

 

  請求記号の例 

 『街道をゆく １５』 

 

 

   本の背ラベル 

 

本の配置などもここから決まります。 

 

書架を見ると、同じ関係の本が棚に並んでい

るのがわかると思います。内容や地域によって

ＮＤＣがついているので、同じ番号には同じ内

容のものが集まるようになっているのです。 

 

さて、このＮＤＣはこんな時に役立ちます。 

 

１ 同じ内容のものを探している時 

２ ジャンルを特定したい時 

３ 書架の本を探す時 

 

最近はインターネットなどで本を検索する

機会も多くなりました。NDCは同じジャンル

を検索するときに役立てることができます。 

たとえば一冊、調べようとしていることが載

っている本を見つけて、その本と同じＮＤＣの

本を検索するという方法が考えられます。 

行事報告 
４月 ・展示「昔話を読む」(4/1～6/16) 

 

５月 ・平成１７年度第１回相互協力事務担当者会議 

市立図書館職員を対象に相互協力業務の円滑な

推進を図るための会議 
 
６月 ・展示「Sea Breeze」(6/18～8/18) 

・ハンディキャップサービス研修会 

公共図書館等職員を対象にハンディキャップサ

ービスの向上を図るための研修会 

・職場体験学習受入れ 

市川市立大洲中学校２年生２名 
 
７月 ・図書館活用講座Ⅰ(7/27・8/31) 

県立図書館ホームページを使った本の探し方や

本の取り寄せ方の講習、書庫見学など  
 
８月 ・異業種体験受入れ  

県立流山高等学校教員 

鎌ヶ谷市立鎌ヶ谷第五中学校教員  

・教育実習受入れ 

立教大学生１名 

・職場体験学習受入れ 

柏市立大津ヶ丘中学校２年生２名 

・展示「図書館を活用する」(8/20～10/16) 
 
９月 ・図書館音訳者養成講座(10月までに全４回) 

(中級)今年度は図表を読む方法を研修 

・図書館活用講座Ⅱ(9/28) 

インターネットを使った情報の探し方講習 

・職場体験学習受入れ 

柏市立酒井根中学校２年生３名 

 

編集後記～ 

 本年度から「利用者向けに･･･」を前面に押し

出して再スタートをさせた『West Library』。 

利用者の方々に県立西部図書館の役割や果たす

目的が少しでも理解してもらえるようにと願っ

て編集しました。 
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