
平成３０年度第２回千葉県図書館協議会次第 
 
                  日 時  平成３０年１２月５日（水） 
                       午後１時３０分から 
                  場 所  千葉県教育会館 
 
１ 開 会 
 
 
 
２ 議長あいさつ 
 
 
 
３ 議 事 
（１）「千葉県立図書館行動計画（平成 30～32 年度）」の進捗状況について（報告） 
 
 
 
（２）ソーシャルメディアを活用した広報について（報告） 
 
 
 
（３）その他 

・「新県立図書館等複合施設（仮称）基本計画」策定に係る進捗について（報告） 
・３館から話題提供 

 
４ その他 
 
 
 
５ 閉 会 



番  号 委員の区分 氏    　　名 役   　　職   　　等 備      考

1
学校教育
関係者 大久保

お お く ぼ

　一
はじめ

富里市立富里北中学校教頭

（千葉県教育研究会
  学校図書館教育部会副会長）

2
学校教育
関係者 三木

み つ ぎ

　信夫
の ぶ お

千葉県立船橋二和高等学校校長

（千葉県高等学校教育研究会
  学校図書館部会副会長）

3
学校教育
関係者 小泉

こいずみ

　卓史
た か し

学校法人市川学園
  市川中学校・市川高等学校
  前第三教育部長・第三教育センター長

4
社会教育
関係者 山田

や ま だ

　利雄
と し お

千葉市生涯学習振興課長

（前千葉県公民館連絡協議会副会長）

5
社会教育
関係者 鳥井

と り い

みゆき 前千葉県ＰＴＡ連絡協議会副会長

6
社会教育
関係者 内田

う ち だ

　志乃
し の

前千葉県特別支援学校ＰＴＡ連合会会長

7
家庭教育
関係者 牧野

まき の

　千恵
ち え

おはなしの会「絵本の森」会員

保育士

8 学識経験者 佐藤
さ と う

　宗
も と

子
こ

千葉大学教育学部教授

9 学識経験者 竹内
たけ　うち

比
ひ

呂
ろ

也
や

千葉大学副学長・附属図書館長

（千葉大学文学部教授）

10 学識経験者 髙
たか

石
い し

　　卓
たかし

千葉信用金庫　理事

（元千葉県立中央図書館長）

　　　　　　　  任期　平成２９年７月２２日～３１年７月２１日

千葉県図書館協議会委員名簿(第３４期)



千葉県立図書館行動計画（平成30～32年度）進捗状況（30年9月末現在）

H30 H31 H32

【市町村立図書館等への貸出し、相談事業等の推進】
・市町村立図書館等を通じた貸出しについて広報を進める。
・毎年全市町村を訪問し、図書館の運営等についての調査相
談を行う。

■■■

・全市町村を訪問し、各図書館の課題等について運営相談を行った。今後の訪問につ
いて、計画・調整中である。
・3館でそれぞれ相互協力担当者会議を開催し、相互協力業務の確認や情報交換を
行った。

【新館における物流体制の検討】
・現状の課題等について市町村立図書館等に聴取し、新館
整備に向けて検討を進める。 □□□

・運営相談での聞き取り、アンケートによる調査を実施予定である。

【県内最後の1冊保存体制の検討】
・国内の先行事例について調査を行う。
・現状の課題等について市町村立図書館等との情報交換を
進める。

□□□

・国内の先進事例について、年度末までに文献調査を行う予定である。

【経験別、分野別研修の実施】
・研修結果の分析をし、研修プログラムの充実を図る。

■■■
・新任職員、中堅職員、児童・地域・調査研究・障害者・課題解決支援サービスの各研
修を実施した(9月末現在延べ12回開催、434名参加）。
・各研修時のアンケート結果を分析し、課題を集約中である。

【研修機会の拡充】
・開催方法を検討し、地域別開催を実施する。 □□■

・中央図書館主催研修事業の開催場所について検討を進めている。

【研修内容のアーカイブ化】
・国内の事例等について調査し、課題等の洗い出しを行う。 □□□

・研修内容のアーカイブ化について、調査項目など検討中である。

【読み聞かせ講座の実施】
・図書館未設置市町村等で読み聞かせ講座を実施する。
・講師養成のためのカリキュラムについて研究を進める。

■■■

・読み聞かせボランティア入門講座を鴨川市で実施した（40名参加）。大網白里市でも
実施予定である。また、市町村からの依頼により、東金市（29名参加）、いすみ市（18
名参加）の読み聞かせ講座に職員を派遣した。
・ボランティア養成講座を実施している都道府県の中から、絵本講師、絵本専門士、認
定絵本士等民間の資格で実施しているカリキュラムを調査する予定である。

【子育て支援情報サービスの推進】
・子育てに資する図書等を収集するとともに、県関係機関と連
携しながら子育て支援情報の発信を進める。 ■■■

・子育てに関する新着図書案内を作成し、館内で配布している。
・生涯学習課や子育て支援課と連携し、子育てに関するパンプレット等の収集、提供を
進めている。

【児童書の網羅的収集の検討】
・市町村立図書館等が児童書を購入する際の参考となるよう
な収集方法について、国内の先行事例等の調査を行う。 □□□

・全国公共図書館協議会の調査を活用し、網羅的収集を実施している都道府県立図
書館を把握し、実施館の中から収集方法について聞き取りを行う予定である。

【県立学校等への貸出し、相談事業等の充実】
・県立学校等の相互貸借について実態調査を進める。
・要望の多い貸出セットの重複購入を検討する。
・生徒向け読み聞かせ講座、図書館活用講座等を実施する。■■■

・高校との相互協力担当者会議、学校図書館運営研修会を実施し、簡易補修の研修
や情報交換を行った。
・運営相談訪問を実施し、各校の実態を把握するとともに、学校図書館活動推進の相
談に応じた（9月末現在35校）。
・要望の多い貸出セット・買換が必要なセットについて調査・集約中である。

【特別支援学校への読書支援の充実】
・学校訪問等でニーズと支援方法を探り、読書支援を継続、
推進する。 ■■■

・5校へ訪問し、絵本の読みきかせを中心に「おはなし会」を実施した。今後、14校へ訪
問、1校の来館を予定している。

【市町村立図書館等と小中学校との連携への支援】
・市町村立図書館等と小中学校との連携状況を調査する。
・小中学校支援モデル事業として貸出セットの作成を検討す
る。
・図書館未設置市町村等が小中学校との連携を推進できる
よう、資料の支援に努める。

□□□

・連携状況について運営相談にて調査予定である。
・読書推進センターで作成している、小学校教科指導で使える資料リストとその図書見
本を持参して、今年度後半の運営相談時にPR予定である。
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H30 H31 H32
H29値 進捗状況

H32
目標値

H29実績
9月末

主な取組
スケジュール

評価指標役割・機能 重点項目
H30実績
9月末

【課題解決支援サービスの充実】
・法律情報支援サービス、医療情報支援サービス、シニア支
援情報サービス等を推進する。
・個人への宅配サービスを実施する。
・行政課題等の解決に資する資料を収集、提供する。

■■■

・パスファインダーについて法律情報関係を改訂した。今後、ビジネス支援関係の改
訂、シニア支援関係の作成を予定している。
・医療・健康情報コーナーに国立がん研究センターから寄贈されたがんに関する資料
を設置した。
・9月から郵送貸出サービスを開始した。

【レファレンス事例の一般公開】
・国立国会図書館レファレンス協同データベースへのデータ
提供を進める。 ■■■

・レファレンス協同データベース（一般事例）を14件登録した。

【県民向け講座の実施】
・図書館活用講座、データベース活用講座等を実施する。

■■■
・各館の特徴を活かした健康・医療情報講座や文学講座を開催したほか、3館で菜の
花ライブラリー活用講座を実施した。今後、くらしに役立つ法律・判例情報講座やはつ
らつライフ講座、歴史講座等を開催予定である。

【時事問題等に関する新たな情報提供サービスの実施】
・時事問題や地域の課題等に関する資料の紹介、ブックリス
ト等の作成、提供を行う。 □■■

・「手塚治虫　生誕90周年」や「明治を生きた女性たち　明治維新150年」など時宜にか
なった展示15件を行うとともに、文献リストを作成、提供した。
・県立図書館未利用者にも届くよう、SNSを活用した広報を開始した。

【電子書籍や商用データベースの動向調査】
・都道府県立図書館の導入事例や市場動向等について調査
を進める。 □□□

・電子出版制作・流通協議会の発表などを参考としながら、電子書籍の動向調査を進
めている。
・先進館の導入事例などを参考に、県民の調査・研究の役に立つと見込まれるデータ
ベースを選定し、予算要求中である。

【新館整備に向けた資料管理の検討】
・重複図書の除籍を進める。
・重複雑誌の除籍と書誌修正を進める。
・新館における資料の収集、整理方法について検討を進め
る。

□□□

・重複して所蔵している図書については、狭隘化の著しい中央図書館から優先して廃
棄又は譲渡作業を行っている。
・重複雑誌については、3館で重複しているタイトルと号数のリストを作成中である。
・図書の収集、整理方法については、3館から1館に集約する場合の切替え方法を検
討している。

【千葉県関係資料の網羅的収集】
・官公庁など関係部署への寄贈依頼を定期的に行う。
・出版情報について新聞記事等により把握し、幅広い収集を
行う。

■■■

・県庁ホームページや文書などで幅広く寄贈依頼を行うとともに、新聞記事や広報など
で資料の刊行情報を入手した際には改めて発行元に寄贈依頼を行っている。
・千葉県資料受入数（9月末現在）　購入141　寄贈757　合計898冊

【千葉県関係の情報検索ツールの充実】
・国立国会図書館レファレンス協同データベースへのデータ
提供や新聞雑誌記事索引、人名索引、デジタルアーカイブ、
パスファインダー、テーマ別リスト、目次情報など、千葉県関
係の情報に到達しやすい環境を整備する。

■■■

・千葉県関係として国立国会図書館レファレンス協同データベース4件、パスファイン
ダー1件、テーマ別リスト3件を追加した。

【千葉県資料のデジタル化】
・地図や郷土誌、県が編集発行した行政資料など利用者ニー
ズの高いものからデジタル化を進める。
・国立国会図書館や他県の動向について調査を行い、デジタ
ル化の指針を改定する。

■■■

・今年度デジタル化する郷土資料を選定中である。
・国会図書館、関東近県の都道府県立図書館のデジタルアーカイブの公開状況につ
いて調査中である。

【インターネット上の地域行政資料の動向等調査】
・ボーンデジタル資料（初めからデジタルデータとして作成さ
れたコンテンツ）やオープンデータ（二次利用が可能な利用
ルールで公開されたデータ）の収集、提供など、国内の動向
について調査を行う。

□□□

・著作権者の許諾を得られた資料については当館でプリントアウトし、蔵書としている
が、より効率的な方法について先行事例等を調査する予定である。
・プリントアウトした千葉県資料受入数（9月末現在）　74冊
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H30 H31 H32
H29値 進捗状況

H32
目標値

H29実績
9月末

主な取組
スケジュール

評価指標役割・機能 重点項目
H30実績
9月末

【関係機関と連携した事業の実施】
・博物館や文書館、県民プラザ等と連携して、展示、講座等を
実施する。
・関係機関が実施する講座等へ、職員を講師として派遣す
る。 ■■■

・中央博物館と連携して恐竜のお話会（92名参加）、県民プラザと連携して読み聞かせ
講座（19名参加）、松戸健康福祉センターと連携して健康・医療情報講座（25名参加）
を行った。今後、中央博物館と連携してサイエンスカフェや博図公連携事業巡回展・シ
ンポジウム、「千葉の鉄道物語」展、東総文化会館と連携して絵本展示、県金融広報
委員会や国保旭中央病院と連携してはつらつライフ講座、文書館と連携して郷土行政
資料研修会、法テラスと連携してくらしに役立つ法律判例情報講座、新村出記念財団
重山文庫と連携して歴史講座を行う予定である。

【関係機関との連絡調整会議の実施】
・博物館や文書館、県民プラザ等関係機関との情報共有を進
める。 ■■■

・関係機関との連絡調整会議を年度内に開催する予定である。

【オリンピック、パラリンピック関連事業の実施】
・県関係機関と連携しながらオリパラ関連資料を収集、提供
し、展示など県民への広報普及に努める。 □■■

・3館でオリンピック、パラリンピック関連資料の展示を行う予定である。

【障害者用コンテンツの充実】
・点訳絵本、録音図書等の作成を進める。 ■■■

・録音図書を21タイトル作成中、点訳絵本を2タイトル作成準備中である。

【障害者サービスの普及】
・県内図書館向け研修や県民向け講座等を充実する。

■■■

・読書支援機器活用講座（23名参加）、障害者のための資料デジタル化講座（32名参
加）、障害者サービス研修会（56名参加）を開催し、サピエ図書館活用講座を開催予定
である。
・音訳者養成講座を各館で順次開催している。

【新しいサービスの研究開発】
・多言語社会や発達障害者への対応など新しいサービスの
研究開発を進める。 □□□

・中央図書館児童資料室内に点訳絵本やさわる絵本、LLブックなどバリアフリー資料
を集めた「りんごの棚」を設置した。
・多言語・多文化サービスについて、関東地区都県立図書館長会議で情報収集を行っ
た。

※スケジュール凡例
□：検討段階
■：実施段階
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ツイッターの運用状況について（2018年11月30日現在）
・9月21日より、中央図書館が先行して運用を開始した。
・西部図書館は10月4日から、東部図書館は10月24日から開始している。
・10月21日より、千葉県内の公共図書館、関東甲信越静地区都県立図書館などの
 公式ツイッター29カ所をフォロー先として設定した（別添）。

１．ツイート数について
内容 中央 西部 東部 3館計

事務連絡 5
司書のおすすめ 16 0 0 16
おはなし会告知 10 ― ― 10
その他イベント告知 4 1 5 10
展示（児童以外） 12 5 0 17
児童資料室展示 5 ― ― 5
パスファインダー 1 1 0 2
その他 14 0 1 15
合計 67 7 6 80

２．フォロワー数：65

３．リツイートの多かった投稿
内容 投稿日 リツイート数 投稿館

①ミニ展示「雨と防災」 9月27日 13 中央
②ミニ展示「アイヌの文化」 10月18日 11 中央
③公式Twitterを始めました 9月21日 6 3館
④ひるどき情報ちば「おすすめブック」 11月24日 5 中央
④猫学者永野忠一 11月13日 5 中央
⑤『85枚の猫』 11月14日 4 中央
⑤11/1は＃灯台記念日 11月1日 4 中央
⑤児童資料室「りんごの棚」設置 10月19日 4 中央

４．関東甲信越静地区都県立図書館の状況
館名 開始日 フォロワー数

埼玉県立図書館 2016年9月 406
東京都立図書館 2011年11月 13,611
神奈川県立図書館 2013年1月 880
山梨県立図書館 2016年3月 421

5



平成 30 年 10 月 21 日 
千葉県立図書館 

千葉県立図書館ツイッターのフォロー先一覧 
 
◆千葉県内図書館横断検索から 

TRC 八千代中央図書館 @trcyachiyochuo 
成田市立図書館 @narita_library 
袖ケ浦市立図書館（公式） @sodegaura_lib 
浦安市立図書館 @UrayasuLibrary 
柏市立図書館（公式） @kashiwa_tosho 
東金市立東金図書館 @togane_library 
山武市立図書館 @lib_sammu 
横芝光町立図書館 @lib_yhikari 
千葉県総合教育センター @Chiba_Sose 
千葉県立中央博物館 @chiba_chuohaku 
千葉大学アカデミック・リンク/附属図書館 @ALC_Chiba_Univ 
千葉科学大学図書館 @cislibrary 
ジェトロ・アジア経済研究所 @ide_jetro 
国立国会図書館 NDL @NDLJP 
国立国会図書館レファ協公式 @crd_tweet 
国立情報学研究所(NII) @jouhouken 
JST 情報サービス @db_jst 

 
◆［千葉県］ソーシャルメディアアカウント（Twitter）から 

チーバくん @chi_bakun_chiba 
千葉県立美術館 @chiba_pref_muse 
さわやかちば県民プラザ @Kenminplaza 

 
◆関東甲信越静地区都道府県立図書館から 

埼玉県立図書館 @saitamaken_lib 
東京都立図書館 @tm_library 
クリッピング！（神奈川県立の図書館） @kanagawa_lib 
山梨県立図書館（かいぶらり）公式 @lib_pref_ymns 

 
◆その他 

国立国会図書館「カレントアウェアネス・ポータル」公式 @ca_tweet 
国立公文書館 @JPNatArchives 
日本点字図書館（公式） @nittento 
ぼうじろー[公式]（房総のむら） @boujiro_mura 
千葉日報 @chibanippo 
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千葉県⽴図書館ツイッターアカウントポリシー

平成３０年８⽉２８⽇制定

１ アカウント及びURL

アカウント ＠chibaken_lib（千葉県⽴図書館）

URL https://twitter.com/chibaken_lib

２ 運⽤における基本⽅針

（１）本アカウントは、千葉県⽴中央図書館、千葉県⽴⻄部図書館及び千葉県⽴東部図書館（以下「千葉県⽴図書館」
という。）の利⽤案内やイベント、本の紹介などの情報を提供します。

（２）本アカウントは千葉県⽴図書館が運⽤します。

（３）本アカウントのツイートでは、字数の関係でやむを得ない場合に短縮URLサービスを利⽤します。

（４）このアカウントポリシーのほか、ツイッターのサービス利⽤規約、著作権法等の関連法令等を遵守します。

（５）本アカウントに寄せられた個⼈情報については、千葉県個⼈情報保護条例に基づき、情報を収集した⽬的の範囲
内でのみ利⽤されます。

３ 質問についての返信等

（１）本アカウントでは原則として「フォロー返し」をいたしません。また、本アカウントへのリプライ（返信）、ダ
イレクトメッセージには対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。

（２）本アカウントは、公式アカウントの確認がとれる公的機関や千葉県⽴図書館の事業推進に関連する団体等のツイ
ートやアカウントに限り、必要に応じてリツイートまたはフォローすることがあります。

（３）千葉県⽴図書館に関する質問は、千葉県⽴図書館ホームページの「ご意⾒」フォームまたは電話（043-222-
0116）をご利⽤ください。また、図書館の資料や情報に関する調査相談は、「レファレンス申込み」フォームまたは電
話（043-222-0116）をご利⽤ください。

４ 注意事項

以下に該当する場合には、コメント等を予告なく削除することがあります。

（１）法令、公序良俗に違反し、⼜は違反するおそれがあるもの

（２）政治活動、選挙活動、宗教活動、営利活動⼜はこれらに類似するもの

（３）運⽤管理者及び運⽤担当者を含む第三者になりすます⾏為

（４）虚偽⼜は事実と異なるもの

（５）千葉県若しくは第三者を誹謗、中傷し、⼜は名誉若しくは信⽤を傷つけるもの

（６）千葉県若しくは第三者に損害⼜は不利益を与えるもの

 サイト内検索 検索

千葉県⽴図書館ツイッターアカウントポリシー

https://twitter.com/chibaken_lib
http://www.library.pref.chiba.lg.jp/index.html
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（７）その他、運⽤管理者が不適切と判断するもの

５ その他

（１）本アカウントに掲載している個々の情報（テキスト、画像等）について、「私的使⽤のための複製」や「引⽤」
その他著作権法上認められた場合を除き、無断で複製・転⽤することはできません。

（２）本アカウントを利⽤することで⽣じたいかなる問題及び損害についても、千葉県⽴図書館は⼀切責任を負いませ
ん。

（３）本アカウントの運⽤ポリシーは予告なく変更する場合があります。また、本アカウントの運営は予告なく終了、
削除される場合があります。
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千葉県⽴図書館
@chibaken_lib

千葉県⽴中央図書館、千葉県⽴⻄部図書
館及び千葉県⽴東部図書館では、利⽤案
内やイベント、本の紹介などの情報をお
伝えするため、公式Twitterを始めまし
た。詳しくはアカウントポリシーをご覧
ください。

library.pref.chiba.lg.jp/guide/report/t…

2018年9⽉に登録

49 画像と動画

千葉県⽴図書館 @chibaken_lib · 11⽉25⽇
【中央図書館】12⽉2⽇に #市原市⽴中央図書館 を会場に講座「ネット時代の法
律トラブル」を開催します。ネット利⽤時に、不安を感じる・どちらかといえば
不安を感じる⼈の割合の合計は66.8%と、2016年度61.6%から増加しています。
『情報通信⽩書』(総務省 2018)より。 
soumu.go.jp/johotsusintoke…



    1  1

千葉県⽴図書館 @chibaken_lib · 11⽉24⽇
【中央図書館】司書がラジオで本を紹介する「おすすめブック」。今⽉は「バリ
アフリー図書」をテーマに、さわる絵本、ピクトグラム⼊り絵本、マルチメディ
アデイジーをご紹介します。 
11⽉27⽇（⽕）11時から、NHK千葉放送局FM放送 #ひるどき情報ちば 内のコー
ナーにて。library.pref.chiba.lg.jp/information/ce…



    5  2

千葉県⽴図書館 @chibaken_lib · 11⽉24⽇
【中央図書館】11⽉24⽇、今⽇は1時半から #おはなし会 があります。今⽇はお
天気もよくて気持ちいい⽇ですね︕紅葉を眺めながら、図書館にも来て下さい
ね。児童資料室で待ってます。



     

千葉県⽴図書館 @chibaken_lib · 11⽉23⽇
【中央図書館】#ミニ展⽰ は猫に代わって「夜空を⾒上げて」。冬の星空を⾒上
げてみませんか︖ 12⽉には #ふたご座流星群 の観測が期待されます。星空や
宇宙についての本を展⽰しています⇒ミニ展⽰のお知らせ
library.pref.chiba.lg.jp/information/ce…
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千葉県⽴図書館 
@chibaken_lib

【中央図書館】#ミニ展⽰『⽔屋・⽔塚』
（LIXIL出版 2016）
library.pref.chiba.lg.jp/licsxp-iopac/W …や
『災害と妖怪』（畑中章宏著 亜紀書房 
2012） library.pref.chiba.lg.jp/licsxp-iopac/W
…では、伝統的な⽔害の避難⼩屋が紹介され
ています。県内では利根川流域の印⻄市など
に「⽔塚」があることが知られています。
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https://t.co/XwvhFRetly
https://t.co/vrGYpTsVfT


2018/11/28 検索結果書誌詳細︓蔵書検索システム

https://www.library.pref.chiba.lg.jp/licsxp-iopac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000100395168 1/2

トップページ > 詳細検索 > 検索結果書誌⼀覧 > 検索結果書誌詳細

⽔屋・⽔塚 

蔵書情報
所蔵数 1 在庫数 1 予約数 0

書誌情報サマリ

書名

出版者 LIXIL出版

出版年⽉ 2016.6

 

予約カートに⼊れる  いますぐ予約する

資料情報

No. 所蔵館 配架場所 請求記号 資料番号 資料種別 状態
個
⼈
貸
出

在
庫

1 ⻄部図書館 ⼀般開架 51757/13/ 1102441439 ⼀般 在庫 可 ○

書誌詳細
タイトルコー
ド 1000100395168

書誌種別 図書

書名 ⽔屋・⽔塚 

書名ヨミ ミズヤ ミズズカ

⽔防の知恵と住まい

叢書名 LIXIL BOOKLET

⾔語区分 ⽇本語

出版地 東京

出版者 LIXIL出版

出版年⽉ 2016.6

本体価格 ￥１８００

ISBN 978-4-86480-514-8

ISBN 4-86480-514-8

検索結果書誌詳細

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.library.pref.chiba.lg.jp/
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数量 84p

⼤きさ 21×21cm

分類記号 517.57

件名 ⽔害予防   ⽇本建築

内容紹介
中部の⽊曽三川、関東の利根川や荒川、四国の吉野川流域などの洪⽔多発地域に⾒られる⾝を守るた
めの10種類の建築構造物類を、写真と代々受け継ぐ持ち主の声とともに紹介する。⾒返しに⽬次等
あり。

 
 
 
⽬次

 
内容細⽬
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千葉県⽴図書館
@chibaken_lib

千葉県⽴中央図書館、千葉県⽴⻄部図書⻄部
館及び千葉県⽴東部図書館では、利⽤案
内やイベント、本の紹介などの情報をお
伝えするため、公式Twitterを始めまし
た。詳しくはアカウントポリシーをご覧
ください。

library.pref.chiba.lg.jp/guide/report/t…

2018年9⽉に登録

49 画像と動画

千葉県⽴図書館 @chibaken_lib · 11⽉25⽇
【中央図書館】12⽉2⽇に #市原市⽴中央図書館 を会場に講座「ネット時代の法
律トラブル」を開催します。ネット利⽤時に、不安を感じる・どちらかといえば
不安を感じる⼈の割合の合計は66.8%と、2016年度61.6%から増加しています。
『情報通信⽩書』(総務省 2018)より。 
soumu.go.jp/johotsusintoke…



    1  1

千葉県⽴図書館 @chibaken_lib · 11⽉24⽇
【中央図書館】司書がラジオで本を紹介する「おすすめブック」。今⽉は「バリ
アフリー図書」をテーマに、さわる絵本、ピクトグラム⼊り絵本、マルチメディ
アデイジーをご紹介します。 
11⽉27⽇（⽕）11時から、NHK千葉放送局FM放送 #ひるどき情報ちば 内のコー
ナーにて。library.pref.chiba.lg.jp/information/ce…
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千葉県⽴図書館 @chibaken_lib · 11⽉24⽇
【中央図書館】11⽉24⽇、今⽇は1時半から #おはなし会 があります。今⽇はお
天気もよくて気持ちいい⽇ですね︕紅葉を眺めながら、図書館にも来て下さい
ね。児童資料室で待ってます。



     

千葉県⽴図書館 @chibaken_lib · 11⽉23⽇
【中央図書館】#ミニ展⽰ は猫に代わって「夜空を⾒上げて」。冬の星空を⾒上
げてみませんか︖ 12⽉には #ふたご座流星群 の観測が期待されます。星空や
宇宙についての本を展⽰しています⇒ミニ展⽰のお知らせ
library.pref.chiba.lg.jp/information/ce…
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1件のリツイート 2件のいいね

千葉県⽴図書館 
@chibaken_lib

【⻄部図書館】#調べ⽅案内 #パスファインダ
ー「地層・地形について調べる」を作成しま
した。テレビ番組や #チバニアン などで話題
になった地層や地形について学べる本や雑
誌、ＨＰなどを紹介しています。秋のお出か
けのお供にいかがでしょうか。 
PDF版・ブラウザ版はこちら
⇒ library.pref.chiba.lg.jp/information/we …

17:33 - 2018年10⽉27⽇
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https://t.co/2eFTBcL9b0
https://twitter.com/chibaken_lib/media
https://twitter.com/chibaken_lib
https://twitter.com/chibaken_lib/status/1066605175446548483
https://twitter.com/hashtag/%E5%B8%82%E5%8E%9F%E5%B8%82%E7%AB%8B%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8?src=hash
https://t.co/bl6yvV5fds
https://twitter.com/chibaken_lib
https://twitter.com/chibaken_lib/status/1066255227785928704
https://twitter.com/hashtag/%E3%81%B2%E3%82%8B%E3%81%A9%E3%81%8D%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%A1%E3%81%B0?src=hash
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https://twitter.com/chibaken_lib/status/1065781811790307328
https://twitter.com/hashtag/%E3%83%9F%E3%83%8B%E5%B1%95%E7%A4%BA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%E3%81%B5%E3%81%9F%E3%81%94%E5%BA%A7%E6%B5%81%E6%98%9F%E7%BE%A4?src=hash
https://t.co/ZARfER8Cla
https://twitter.com/chibaken_lib/with_replies
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https://twitter.com/chibaken_lib/following
https://twitter.com/chibaken_lib/followers
https://twitter.com/
https://twitter.com/i/moments
https://twitter.com/login
https://twitter.com/chisa11saki
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https://twitter.com/hashtag/%E8%AA%BF%E3%81%B9%E6%96%B9%E6%A1%88%E5%86%85?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%E3%83%81%E3%83%90%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%B3?src=hash
https://t.co/qz3GMCtIPi
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【知っておくと便利な地層・地形に関する用語】    

●地質：ある地域の土地を構成する岩石・地層の種類、重なり方の順序、空間的な配置の 

しかた、現在の状態にいたるまでの歴史などを包括的に示す語。 

●露頭：表土の下にある地層や岩石が、自然の作用などで地表に露出している場所。 

●ジオパーク：「大地の公園」という意味の造語。地球（ジオ）を学び、丸ごと楽しむ 

ことができる場所を表す。 

（参考：『地形学辞典』（町田貞[ほか]編 二宮書店 1981）、日本ジオパークネットワーク HP）   

     

地層・地形について調べる 

－すぐに使える情報収集の道しるべ－ 
日本国内の地層・地形を調べ、観察する際に役立つ図書・雑誌・情報を紹介します。 

〈目次〉 

１．情報を調べる時のキーワード         ３．雑誌や新聞記事を探す 

２．県立図書館で所蔵している関連図書を探す   ４．最新の情報をインターネットで調べる 

 

１．情報を調べる時のキーワード 

地層 地形（学） 地質（学） 層序学 堆積学 地史学  など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．県立図書館で所蔵している関連図書を探す 

(1)棚を見て探す 

 図書館資料は資料の主題を表した数字（請求記号）の順に棚に並んでいるので、主題から探せます。 

 例：454（地形学） 455（地質学） 456（地史学・層位学） 

 

 なお、西部図書館では全国各地の 2万 5 千分の 1、5万分の 1地形図を所蔵しています。ご利用になる際

は職員にお声がけください。また、千葉県内の地形図の所蔵状況については千葉県立図書館ホームページ

「千葉県域の地勢図・地形図」をご覧ください。 

 

(2)検索して探す 

千葉県立図書館で所蔵している資料は、千葉県立図書館ホームページ「図書・雑誌・視聴覚資料検索」か

ら探せます。検索項目で「全項目」を選択し、キーワードを入力すると、関連資料が見つかります。 

※１つのキーワードで検索結果が多くなってしまう場合には、複数のキーワードを掛け合わせて検索する

と、検索結果を絞り込むことができます。 

 

① 地層・地形を知る 

資料名 書誌事項 所蔵館 請求記号 

地形の辞典  
日本地形学連合編 朝倉書店 

2017 
西部 45403/2 

地形だけでなく岩石や天文分野・物理学など、関連する諸事象を日常語も含めて収録した辞典です。基本語か

ら研究用語まで幅広く採用・掲載しています。 

http://www.library.pref.chiba.lg.jp/search_chiba/topography/index.html
https://www.library.pref.chiba.lg.jp/licsxp-iopac/WOpacMnuTopInitAction.do?WebLinkFlag=1&moveToGamenId=tifschcmpd
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日本の地形 全 7巻 
貝塚 爽平[ほか]編集委員 東

京大学出版会 2001～2006 

中央 

西部 

45491/1 

45491/1 

日本列島各地の地形の成り立ちと特性について、図や写真を多く用いながら解説するシリーズです。1 巻では

日本列島の総説、2～7 巻では日本を 6 つの地域に分け、その地域の地質について詳細に記述しています。 

日本地方地質誌 全 8 巻 
日本地質学会編集 朝倉書店 

2016～2017 
西部 4551/23 

日本の地質全体を 8 つの地方に分けて解説したシリーズです。地域別に、地質体の成り立ちや特徴、地形、地

質を構成する岩石などを論集形式で詳細に書いています。地質・地層について詳しく知りたい方向けです。 

フィールドジオロジー 1 

「フィールドジオロジー入門」 
天野一男著 共立出版 2004 中央 45507/1 

野外調査中心の地質学＝「フィールドジオロジー」の入門書として出版されたシリーズの第 1 巻です。ここ

では初めて地形・地層に触れる人向けに地質学の概論について述べられ、地層や地層を構成する岩石類など

の各論を扱う 2 巻以降への足掛かりとなっています。 

地層ってなんだろう 全 3巻  
目代邦康編著 汐文社  

2013～2014 
中央 J456/モク 

地層の調査や実験を通じて、土地の成り立ちや地球の歴史を学ぶことを目的とした児童書です。「観察しよう」

「実験しよう」「歴史をしらべよう」の 3巻に分かれており、「歴史をしらべよう」では、地層を構成する岩

石や地層のでき方について知ることができます。 

 

② 地層・地形を見に行く 

資料名 書誌事項 所蔵館 請求記号 

シリーズ大地の公園 全 4巻 
目代邦康編 古今書院  

2015～2016 
西部 

45091/4，5，7，

8 

各地域のジオパークを歩くツアーを紹介するシリーズです。「中部・近畿・中国・四国」「北海道・東北」「九

州・沖縄」「関東」に分かれており、それぞれの地形・地質、生態系、文化を知ることができるスポットを案

内しています。 

地形観察ウォーキングガイド  

地形を楽しむコースマップ付き  

目代邦康著 誠文堂新光社  

2012 
中央 45491/6 

全国の特徴的な地層や地形が観察できるウォーキングコース 26 ヶ所を扱ったガイドブックです。地層の露

頭、山岳、台地から湾まで幅広いコースを地図とともに掲載しています。 

地質と地形で見る日本のジオサイト  

傾斜量図がひらく世界  

脇田浩二共編 オーム社  

2011 
西部 45491/8  

地表面の傾きの量を色の濃淡で示す傾斜量図と、岩石や地層の分布を示した地質図を用いて、日本列島各地

の地形や地質の特徴を紹介しています。巻末では紹介された 68ヶ所のアクセスガイドも掲載されています。 

ジオパークを楽しむ本  

日本列島ジオサイト地質百選  

全国地質調査業協会連合会共

編 オーム社 2013 
東部 4551/5 

「日本の地質百選」の中から選定した 87 ヶ所のジオパーク・ジオサイトを紹介しています。巻末には地形・

地質を学べる博物館と「日本の地質百選」にある博物館・展示施設のリストが付いています。 

日本の地質構造 100選 
日本地質学会構造地質部会編

集 朝倉書店 2012 
西部 4551/29 

露頭の写真などを使って、国内で見られる重要な地質構造を紹介しています。写真の撮影場所は 2 万 5 千分

の 1 地形図上に矢印で示され、アクセス方法も書かれています。 
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③ 地層・地形を観察する 

資料名 書誌事項 所蔵館 請求記号 

野外地質調査の基礎  狩野謙一著 古今書院 1992 
西部 

東部 

4550/10 

455/KA58  

野外で行われる一般的な地質調査の方法について、基礎から解説した本です。使用する道具や具体的な調査の

進め方・注意事項、報告書の書き方について、初学者向けに書かれています。 

地質学調査の基本 地質基準  
日本地質学会地質基準委員会

編著 共立出版 2003 
西部 45507/1  

地質学調査の実施手順だけでなく、各地質体の調査法についても詳しく解説されています。巻末には、地層の

構成物となる堆積物・岩石の定義や調査の基準をまとめた「第一次地質基準」が付いています。 

地層と化石でタイムトラベル シリーズ・自然だ

いすき 1   

地学団体研究会『シリーズ・自然

だいすき』編集委員会編  

大月書店 2004 
中央 J456/チソ 

野外で地層調査・化石採集を行う際に、調査テーマのヒントとなる観察方法や実験を紹介した児童書です。露

頭の観察だけでなく、博物館の活用や参考文献など様々な調査方法が掲載されています。 

地層の見方がわかるフィールド図鑑  
青木正博著 誠文堂新光社  

2017 
東部 45691/3/17 

地形や地層の露頭で見られる岩石・堆積物を判別するための図鑑です。それが生成された環境、現在見られる

場所などで分類されています。巻末には岩石を肉眼で鑑定する際の手引きが収録されています。 

 

④ 千葉県内の地層・地形を調べる 

資料名 書誌事項 所蔵館 請求記号 

千葉県の自然誌  本編全 8巻・別編全 3巻  
千葉県史料研究財団編集  

千葉県 1996～2005 

中央 

西部 

東部 

C402/4 

C4020/5 

C402/4 

県内の自然環境について分野別に解説されており、千葉県の自然の概況をつかむ上では欠かせないシリーズ

です。本編 1 で「千葉県の自然」、本編 2 で「千葉県の大地」を扱い、別編 1 が「千葉県地学写真集」となっ

ています。 

房総半島の地学散歩 海から山へ 第 1～2巻  
宮内崇裕編 千葉日報社  

2008～2009 

中央 

東部 

C45/4 

C45/2 

千葉県に関する研究をまとめた「千葉学ブックレット」シリーズのうち、県内の地層や地形の特徴をそれが見

られる場所と共に紹介した本です。同シリーズには、地学教育をテーマにした『子どもの地球探検隊』（高橋

典嗣著 千葉日報社 2008）もあります。 

千葉県の地盤と地質環境 
近藤精造著 近代文芸社  

1996 

中央 

西部 

東部 

C455/2 

C4550/6 

C455/1 

地球全体から日本列島、千葉県全体、地域別と順を追って、地質の特徴について解説しています。各地域の地

層分布図や地質柱状図も掲載されており、地面の下の様子がよくわかる構成になっています。 

新・千葉県地学のガイド 千葉県の地質とそのお

いたち 地学のガイドシリーズ 2 
浅賀正義編 コロナ社 1993 

中央 

西部 

東部 

C45/3 

C4500/1/1 

C45/1/1 

県内で観察できる地層の露頭や地形のほか、災害で生じた地形の変化について紹介しています。巻末では野

外調査の仕方や観察する際のポイントについても記載があります。 
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３．雑誌や新聞記事を探す 

① 西部図書館で所蔵している関連雑誌 

雑誌名 出版者 所蔵範囲 

地質学雑誌 日本地質学会 中央 1984年1月号～2011年12月号 

西部 2012年1月号～ 

GSJ 地質ニュース 産業技術総合研究所 地質調査総合

センター 

中央・西部 2012年1月号～ 

地球科学 地学団体研究会 西部 40巻3号（1986年5月）～ 

② データベースなどで雑誌・新聞記事を探す 

データベースなどで新聞・雑誌記事を探す際は、千葉県立図書館ホームページにある調べ方案内（パスファイン

ダー）「新聞記事を探す」「雑誌記事・論文を探す（改訂）」が参考になります。 

 

なお、千葉日報の記事を探す際は、千葉県立図書館ホームページにある菜の花ライブラリー内「千葉県

関係新聞・雑誌記事索引」が有効です。 

検索できる千葉日報記事の例： 

 「「チバニアン」申請 研究チーム、学会に」（千葉日報 2017年 6 月 8日 p1・p10） 

 「県北の立体地層図公開 全国初、産総研が作成」（千葉日報 2018年 4月 4日 p1） 

 

４．最新の情報をインターネットで調べる 

 

産業技術総合研究所 地質調査総合センター（https://www.gsj.jp/） 

国として行うべき地質情報の整備のために地質の調査・研究を行っている機関です。啓発事業にも力を入れ

ており、「地質を学ぶ、地球を知る」のコーナーでは、地質学の基礎知識についてテーマごとに解説してい

ます。また「地質情報データベース」では、地質図や地層に関するデータベースを紹介しています。 

国土地理院 地理院地図（https://maps.gsi.go.jp/） 

国土地理院が整備した様々な地図情報を元に、日本の国土の様子を発信するウェブ地図です。地図・空中

写真だけでなく、標高図や活断層図などの主題地図なども見ることができます。使い方・注意事項は「地

理院地図 ヘルプ」（https://maps.gsi.go.jp/help/#manual）をご確認ください。 

千葉県ホームページ「文化・文化財」 

（http://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kbs/rekishi-bunka/bunkazai/index.html） 

「房総の魅力 500 選〔自然〕」「ちば遺産 100 選（九十九里浜（海岸平野）と地曳網漁・水産産業のゾ

ーン／印旛沼の恵みとニュータウンのゾーン）」で、木下貝層（印西市）・沼サンゴ層（館山市）・屏

風ケ浦（銚子市）などが紹介されています。 

※自治体によってはホームページでその地域で見られる地層・地形が紹介されている場合があります。サ

イト内検索などでキーワードを入れていただくと、該当するページがあるか探すことができます。 

千葉県立中央博物館デジタルミュージアム「房総ジオツアー」 

（http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/special/geotour/index.html） 

県立博物館の調査・研究・収集成果をインターネット上で見られる「デジタルミュージアム」の地学

編です。県内の地域ごとの地質・地形の特徴を、県立中央博物館が収集した写真で学ぶことができま

す。現在は「銚子・屏風ヶ浦・九十九里」編と「上総丘陵」編が公開されています。 

※リンク先等の掲載内容については、西部図書館が責任を負うものではありません。予めご了承ください。 

（千葉県立図書館 HP http://www.library.pref.chiba.lg.jp） 

http://www.library.pref.chiba.lg.jp/reference/pathfinder/index.html
http://www.library.pref.chiba.lg.jp/reference/pathfinder/index.html
http://www.library.pref.chiba.lg.jp/nanohana/index.html
https://www.gsj.jp/
https://maps.gsi.go.jp/#5/36.104611/140.084556/&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0f1
https://maps.gsi.go.jp/help/#manual
http://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kbs/rekishi-bunka/bunkazai/index.html
http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/special/geotour/index.html
http://www.library.pref.chiba.lg.jp/


2018/11/28 千葉県⽴図書館さんのツイート: "【東部図書館】本⽇11⽉1⽇は、東部図書館開館20周年記念⽇です。館内では記念しおりを配布…

https://twitter.com/chibaken_lib/status/1057791311221219328 1/25

千葉県⽴図書館
@chibaken_lib

千葉県⽴中央図書館、千葉県⽴⻄部図書
館及び千葉県⽴東部図書館では、利⽤案東部
内やイベント、本の紹介などの情報をお
伝えするため、公式Twitterを始めまし
た。詳しくはアカウントポリシーをご覧
ください。

library.pref.chiba.lg.jp/guide/report/t…

2018年9⽉に登録

49 画像と動画

千葉県⽴図書館 @chibaken_lib · 11⽉25⽇
【中央図書館】12⽉2⽇に #市原市⽴中央図書館 を会場に講座「ネット時代の法
律トラブル」を開催します。ネット利⽤時に、不安を感じる・どちらかといえば
不安を感じる⼈の割合の合計は66.8%と、2016年度61.6%から増加しています。
『情報通信⽩書』(総務省 2018)より。 
soumu.go.jp/johotsusintoke…
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千葉県⽴図書館 @chibaken_lib · 11⽉24⽇
【中央図書館】司書がラジオで本を紹介する「おすすめブック」。今⽉は「バリ
アフリー図書」をテーマに、さわる絵本、ピクトグラム⼊り絵本、マルチメディ
アデイジーをご紹介します。 
11⽉27⽇（⽕）11時から、NHK千葉放送局FM放送 #ひるどき情報ちば 内のコー
ナーにて。library.pref.chiba.lg.jp/information/ce…
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千葉県⽴図書館 @chibaken_lib · 11⽉24⽇
【中央図書館】11⽉24⽇、今⽇は1時半から #おはなし会 があります。今⽇はお
天気もよくて気持ちいい⽇ですね︕紅葉を眺めながら、図書館にも来て下さい
ね。児童資料室で待ってます。



     

千葉県⽴図書館 @chibaken_lib · 11⽉23⽇
【中央図書館】#ミニ展⽰ は猫に代わって「夜空を⾒上げて」。冬の星空を⾒上
げてみませんか︖ 12⽉には #ふたご座流星群 の観測が期待されます。星空や
宇宙についての本を展⽰しています⇒ミニ展⽰のお知らせ
library.pref.chiba.lg.jp/information/ce…
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千葉県⽴図書館 
@chibaken_lib

【東部図書館】本⽇11⽉1⽇は、東部図書館
開館20周年記念⽇です。館内では記念しおり
を配布します。当館の写真、県⽴図書館所蔵
の錦絵等をデザインしています︕
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