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鯱蠻¶琯鷲蟀荳行伍鞭捜萵逸褐⇐善惚梅挑浩肱広合溝午珙渡凅㏍艷珩

梅凅瑍百歙琨蕁琨琱薙砰 萵逸疹萵瑍百歙琨蕁琯琤薙砰

凅盻瑍覩グ労蟷丹琯湾 ｫ黛帷

渠琰蠻琨琹荳珙鷲珩誤磆酷蹌護 êS瑍觚棲睡岌琛厨儲瑍譜譓五詢岌

渠琱蠻琬琨荳珙鷲珩誤咋砦策裟策磌魂作察裟察護 êS瑍昆彩昨察彩磌左差察碕策彩

厨儲瑍挫些碕瑳磌斎昏坤采策魂瑳

渠琹蠻琨瑇荳珙鷲珩誤財瑳塞墾再魂磌鷺采察護 êS瑍魂鷺策宰磌婚察瑳宰懇再彩

厨儲瑍査崎察策刷際策



☆検索結果（資料情報）の使い方☆

東部図書館の検索コーナーでは、検索結果(資料情報)が打ち出せます。その本に

ついての情報だけでなく、図書館での状況も分かります。今回の「図書館の達人」

はこの検索結果の見方について解説します。

本本本本をををを探探探探すときはこちらをごすときはこちらをごすときはこちらをごすときはこちらをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。

・・・・請求記号請求記号請求記号請求記号：：：：9136913691369136////ﾐｼﾐｼﾐｼﾐｼ 38383838
本の背にあるラベルの番号です。

一番上の 913 …が、
書棚の横の見出し表示に
対応しています。

（詳しくは「資料分類表」をご覧ください）

・・・・所蔵館所蔵館所蔵館所蔵館：：：：東部東部東部東部
中央または西部となっている場合は、取寄せが

できます。カウンターでお申し込みください。

・・・・所蔵場所所蔵場所所蔵場所所蔵場所：：：：一般開架一般開架一般開架一般開架
開架となっている場合は、1 階閲覧室にありま

す。
一般開架：棚番号 １～２８
開架大型：奥右手の壁際の棚
参考開架：棚番号 ２９～３５
開架外国：棚番号 １・３６
郷土開架：棚番号 ３５・３６

（詳しくは「館内案内図」をご覧ください）
一般書庫または書庫 CL となっている場合は、

書庫からお出ししますので検索結果をカウンター
までお持ちください。

・・・・資料区分資料区分資料区分資料区分：：：：一般一般一般一般
参考となっている場合は、貸出しはできません。

館内でのご利用になります。

・・・・状態状態状態状態：：：：可能可能可能可能
貸出中または予約中となっている場合は、他の

方がご利用中です。予約をかけることができます。

■■■■ 県立図書館県立図書館県立図書館県立図書館のののの資料資料資料資料はははは、、、、市町村立図書館市町村立図書館市町村立図書館市町村立図書館などをなどをなどをなどを通通通通じてじてじてじて利用利用利用利用することもできますすることもできます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。

■■■■ 県立図書館県立図書館県立図書館県立図書館ではではではでは、、、、千葉県千葉県千葉県千葉県にににに関関関関するするするする資料資料資料資料をををを収集収集収集収集していますしています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。

資料情報資料情報資料情報資料情報

2011201120112011....02020202....19191919 東部図書館東部図書館東部図書館東部図書館

書名書名書名書名：：：：月月月月のののの恋人恋人恋人恋人

著者名著者名著者名著者名：：：：道尾 秀介道尾 秀介道尾 秀介道尾 秀介／／／／著著著著

出版社出版社出版社出版社：：：：新潮社新潮社新潮社新潮社

出版年出版年出版年出版年：：：：２０１０２０１０２０１０２０１０．．．．５５５５

ページページページページ数等数等数等数等：：：：３４１３４１３４１３４１ｐｐｐｐ

大大大大きさきさきさきさ：：：：２０２０２０２０ｃｍｃｍｃｍｃｍ

資料資料資料資料コードコードコードコード：：：：2102340142210234014221023401422102340142

請求記号請求記号請求記号請求記号：：：：9136913691369136////ﾐｼﾐｼﾐｼﾐｼ 38383838

所蔵館所蔵館所蔵館所蔵館：：：：東部東部東部東部

所蔵場所所蔵場所所蔵場所所蔵場所：：：：一般開架一般開架一般開架一般開架

資料区分資料区分資料区分資料区分：：：：一般一般一般一般

状態状態状態状態：：：：可能可能可能可能

問合問合問合問合せせせせ番号番号番号番号：：：：2088433

＊パスワードを登録することで、
ご自宅から県立図書館 HP を通
じて、資料の取寄せ、予約を行
うことができます。

＊この他、お探しの本や探し方
についてのご質問など、お気軽
にカウンターにお問い合わせく
ださい。

編集長の独り言
“春はあけぼの”で始まる『枕草子』を昔の人は、個

人が書き写した写本で読みました。今の私たちは紙の印
刷本で読んでいますが、電子書籍という新しいメディア
が登場しました。およそ千年前に書かれたものも電子本
で読む時代がそこまできています。

編集・発行：千葉県立東部図書館
〒２８９－２５２１

千葉県旭市ハの３４９

℡０４７９－６２－７０７０
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