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図書館の仕事～本が棚にならぶまで
図書館の仕事は、カウンターでの貸出しや読書案内、レファレンスだけではありません。図書
館の仕事の中でも大きな部分を占めるのが、本を選んで、発注して、整理して棚に並べる仕事で
す。今回は、本が棚にならぶまでをナマズくん・カイツブリくんと司書とのＱ＆Ａで紹介します。
こんにちは！図書館に入ってくる本は、誰がどうやって決めているんですか？
ナマズくん、カイツブリくん、こんにちは。書店から購入する図書は、大人の本（一般
(司書) 図書）と子どもの本（児童図書）のそれぞれの選定委員会で決めています。日本では、一
年間に大人の本が約 76,000 冊、児童図書が約 5,000 冊出版されています(※)。それら
の新刊情報を、毎週、リストに打ち出して、１冊１冊選んでいます。大人の本だけでも、
週に 1,500 冊新刊書が出版されているので、選定委員会が一日がかりで選んでいるんで
すよ。
※選定委員会とは
選定委員会は、一般資料収集担当者
と、リクエスト・協力業務の各担当者、
サービス課長、館長の計５名で構成され
ています。児童図書の選定委員会は、児
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童室担当職員全員です。全員が司書有資
格者で、各サービス部門の責任者・担当
者としてのカウンターやフロアでの利
用者とのやりとりを選定に生かしてい
ます。
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※出版点数は『出版年鑑 2014』によります。
グラフの出版点数は、全出版点数から児童書・
学習参考書をのぞいたものです。
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それだけ多く出版されている中から、どうやっ
て本を選ぶのですか？
図書館の本は、みんなの税金をあずかって、す
べての県民の役に立つように買う本だから、司書
の好みで選ぶというわけにはいきません。「滋賀
県立図書館蔵書構成方針」では、「滋賀県立図書
一般図書の選定委員会
館の役割は、滋賀県民のあらゆる資料要求に応え
ることである」とうたっています。図書館に来るすべての人が「いい本を見つけた！」と
思ってくれるような蔵書をつくるために、選定委員全員が知恵をしぼっています。その図
書の資料的価値とともに、その著者が今までにどんな本を出しているか、その分野の本は
どれくらい図書館に入っているか、今の世の中でその分野がどれぐらい注目されているか
といったことも、重要な判断材料になります。カウンターでの利用者の方とのやりとりや、
毎年行っているアンケート調査の結果も念頭において選んでいます。限られた予算を有効
に使って、辞書・事典も、専門書も、みんなが楽しむ小説も、生活に役立つ本も買いたい
から、とっても悩みながら、選定委員のみんなで相談して買っているんですよ。
へえ～。意外と大変なんですね。
責任重大でプレッシャーに感じる時もありますが、自分たちが選んだ本が、県民の財産
として永年保存されていくので、やりがいも感じています。選んだ本がカウンターで貸し
出された時や、
「この図書館でたくさん本を読んで、気に入った本は買うことにしているよ」
と言ってくださる方があった時などは、選書した甲斐があったと嬉しくなります。
選んだあとはどうするのですか？
選定したリストをもとに、発注担当司書が間違いがない
か最終チェックをして、週一回、書店にメールで発注しま
す。書店から、取次店を通じて出版社に発注されて、出版
社から取次店を通して書店に本が入荷します。書店でバー
コードを貼ったり、本が綺麗な状態で長持ちするためのブ
ッカーというフィルムを貼ったりした上で、週一回図書館
に納品されます。
納品されたら、その日のうちに、現物と発注データを照
合し、間違いなく納品されているか確認をします。同時に、
目録データ（タイトルや著者名・出版社等のデータ）のチ
ェックをして、本をどこに並べるかを指定するコールナン

納品された図書をチェック

バー（請求記号）を入力します。納品の翌日には請求ラベ
ルを本に貼って、翌々日の朝には棚に並べるようにしてい
ます。

一冊一冊ラベルをはる
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図書館の本の並び方って、よくわからないときがあるんですけど…。
日本十進分類法（ＮＤＣ）という日本の公共図書館で共通して使われている並べ方に従
ってラベルを決めていますが、本の内容によって、どこに並べるのが一番いいか迷う本も
あり、一部、わかりやすいように独自の並べ方をしている本もあります。わからない時は、
司書に聞いてみてくださいね。
図書館の本は、全部本屋さんから買っているのですか？
「水資料」と言って、県立図書館では、琵琶湖と水に関
する本を、特に重点的に集めています。本屋さんには売ら
れていない本もあり、新聞記事や雑誌記事、国会図書館で
作成されている目録等をチェックして出版情報を集めて、
寄贈してくださるよう依頼したり、購入したりしています。
そういった本の場合は、図書館に入ってきてから本の目録
データを入力して、バーコードを貼ったりブッカーでコー 本のフィルムコーティング
ティングしたりして、棚に並べているんですよ。
だから図書館には本屋さんでは見たことがない本もあるんだね。
水資料の他にも、滋賀県関係の本はすべて収集するよう努力しています。県内の市町立
図書館で利用が少なくなった本を県立図書館に移管して保存する、資料保存センターとい
う業務もやっているので、全部あわせると約 2 万冊の本が、毎年図書館に入ってきていま
す。
そんなにたくさん入ってきていると、ぼくの好きな本が新しく入ったかどうかがわから
ないんですけど…
ホームページの「資料のご案内」という欄や、館内の検索用端末から、新着図書の一覧
を見ることができますよ。また、
「インターネット個人サービス」というサービスでパスワ
ードとメールアドレスを登録して、好きな分野を指定してもらったら、新着図書の案内メ
ールを毎週送信します。冊子の形で新着目録も毎週作成しているので、一般資料室の入り
口を見てみてくださいね。
毎年それだけ買ったりもらったりするのに、なんで図書館の棚はあふれないのですか？
毎週、入ってくるのとほぼ同じくらいの数の本を、棚から抜いて地下書庫に移している
からです。情報が古くなったり、利用が少なくなってきた本を書庫に移すのですが、これ
も、書架全体が魅力的な蔵書構成になるように考えて作業をするので、第二の選書という
くらい、とても重要な仕事なんですよ。
わかりました。どうもありがとう。
どういたしまして。また、わからないことがあったら、聞いてくださいね。
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今月の book★まーく
東近江市立五個荘図書館がオープンしました！
平成 26 年 10 月 25 日に、東近江市立五個荘図書館が、五
個荘中学校の敷地内に移転開館しました。学校図書館と公共図
書館の併設は全国的にも珍しいことで、滋賀県でははじめてで
す。
旧五個荘町立図書館は、平成元年に設置されて以来、町民に
愛され、親しまれてきました。平成 17 年の市町村合併のため
東近江市立五個荘図書館となった後は、市の施設の見直しによ
り、存続が危ぶまれる事態もありました。しかし、二十数年間
この図書館を使ってきた地域の方たちの強い応援を得て、五個荘中学校の学校図書館であり、地
域の図書館でもある新しい図書館として移転・再生しました。
蔵書冊数 42,000 冊のこじんまりした図書館ですが、天井が高く、書架は低いので、見通し
がきいてひろく感じられます。アットホームな雰囲気は旧館時代のままに、本が探しやすくなっ
たと喜ばれています。
学校図書館としての役割を果たすため、館内の約半分は
中学生コーナーとして、中学生向きの図書がそろえられて
います。五個荘中学生の切り絵作品も展示され、中学生コ
ーナーの書架見出しには、開館にあたって学校司書と中学
生図書委員が一緒に作成した書架表示が飾られています。
副館長の鈴村厚子さんは、
「学校と連絡を密にして、赤ち
ゃんからお年寄りまで、異世代が交流できる場にしたいで
す。市民の皆さんには、学校内にあるからといって敷居が
高いと思わず、これまでどおり気軽に足を運んでほしいで
す」と語られました。

ＤＡＴＡ
東近江市立五個荘図書館（月・火休館）
東近江市五個荘小幡町 227
TEL 0748-48-2030
FAX

0748-48-6445

延床面積：525 ㎡
プレキャスト・コンクリート造
ガルバリウム鋼板葺き
蔵書冊数：42,000 冊
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☆10 月～12 月の図書館行事報告☆
［土曜サロン]
11 月 1 日（土）
「つなぎ目のない鎖を作ろう! ～楽しい数学工作の世界～」
文部科学省認定生涯学習１級インストラ
クターの尾崎正彦さんから、古代から伝わ
る、立体を切って鎖を作る技術を伝授してい
ただきました。ドーナツ状の立体にはさみを
入れていくと、つなぎ目のない鎖が出来上が
り、参加者の皆さんは不思議そうな顔。今回
の体験を通して、数学の楽しさを感じていた
だいたことと思います。
[参加者 15 名]
11 月 22 日（土）
〈秋の夕べに〉 「Yoshibue&Guitar

-よし笛とギターの響きをあなたへ-」

よし笛講座を受講して生まれたグループ
「ストロベリー」により、
「小さな木の実」
（ビ
ゼー）、
「歌の翼に」
（メンデルスゾーン）、
「夢
路より」（フォスター）など、季節を感じる
身近なクラシックの数々がよし笛とギター
で演奏されました。郷愁を呼ぶよし笛の音色
は、秋の夕べに、聞く人の心に深く響いたよ
うでした。
[参加者 68 名]
12 月 6 日（土）
「Christmas ライブラリー・コンサート」
毎年楽しみにしていただいている、メサイ
ア合唱団によるクリスマスコンサートが、コ
ンサート会場に早変わりした図書館のエン
トランスホールで、大勢の方にご来場いただ
いて開催されました。
「アヴェ・マリア」
「We
Wish You a Merry Christmas」などの曲が
美しく荘厳な歌声にのせて披露され、一足早
いクリスマスプレゼントとなりました。
[参加者 95 名]
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12 月 20 日（土）
第 2 回 省エネ出前講座
「エアロバイク発電機でクリスマスツリーに灯りをつけてみよう!」
輝くクリスマスツリーのイルミネーショ
ンを、自分が自転車をこいで発電した電気で
灯す体験をした参加者は感動的な面持ちで
した。
毎日の生活にかかせない電気を身近に感
じ、その大切さ、省エネについても、考える
機会となりました。
[参加者 20 名]

［文化の日

文化ゾーン探検]

11 月 3 日（月・祝）

「文化の日地下書庫探検」

秋晴れの文化の日、図書館の豊富な資料が収
納された地下書庫を見ていただける「地下書庫
探検」が開催されました。参加者は書庫内にず
らりと並ぶ本を目を輝かして見学したあと、会
議室で江戸時代の『湖中産物図証』、明治時代
の『近江国六郡物産図説』など、普段は見るこ
とのできない貴重な資料を熱心に閲覧されて
いました。[参加者 57 名]

［資料展］
12 月 3 日（水）～12 月 23 日（祝・火）

「人権啓発資料展」

図書館では、未だに解決されない人権問題を身近に感じ、このことを考えるきっかけ
になることを願い「第 66 回人権週間」
（12 月 4 日～10 日）に合わせて、啓発資料展
を行いました。今年は、女性、子ども、高齢者、外国人に対する人権問題などについて
の関連資料とパネル、ポスターによる展示を、参考資料室と２階回廊を使って行いまし
た。回廊いっぱいに貼られた著名漫画家による人権ポスターに、多くの方が見入ってい
ました。
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催し物チェック！
☆１月～3 月の行事予定☆ 参加無料です！
■1 月 10 日（土）
■1 月 16 日（金）
■2 月 20 日（金）
■2 月 21 日（土）
■3 月 14 日（土）
■3 月 20 日（金）

土曜サロン
「スマイル・ニューイヤー・コンサート」
1 月のおはなし会
2 月のおはなし会
土曜サロン
「邦楽壱越座（ほうがくいちこつざ）コンサート」
土曜サロン
講演会「スルメ式読書術」
3 月のおはなし会

お知らせ

一般資料室の

移動しました!
語

学

G-8000～

出
入
り
口

語
学
カセット

実用書コーナー

ＣＤ

語学カセット・CD コーナーは、
語学本の書架に近くなり、楽譜

GL-8000～

楽

コーナーに面した通路は、前よ
り広くなりました。

譜

一般資料室カウンター
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近江デジタル歴史街道 デジタルアルバム帖より
図書館のホームページから見ることができます
http://www.shiga-pref-library.jp/wo/da/search/

琵琶湖／
竹生島の沈影

竹生島周辺を描いた、絵葉書や
観光ガイドを中心に紹介します。
参考資料室にも関連資料を展示
しています。（2015 年 3 月末まで）

左：岩金山大神宮寺竹生島絵図（速水春暁斎画 江戸時代）
右：竹生島夕景（西山英雄画

湖 国

の

『滋賀県庁舎本館

本

芸艸堂

1948 年）

棚

庁舎の佐藤功一×装飾の國枝博』

石田潤一郎・池野保著 サンライズ出版 2014 年 10 月（2,000 円＋税）
昭和 14 年に竣工した「滋賀県庁舎本館」は、平成 26 年７月国の登録
有形文化財として登録されました。
著者石田氏は調査を進めるうち、戦前期最後の県庁として「近代日本の
府県庁舎の総決算としての地位を占めるものと評価するにいたった」とし
ています。
日比谷公会堂の設計者として知られ、多数の県庁舎建築を手がけた佐藤
功一と、濃密な建築装飾で異彩を放った國枝博が共同設計者となり、大林
組が施工した庁舎本館の全容を、庁舎の構造や意匠、建設を巡る経緯など
から、当時のものを含む豊富な写真・図版とともに説明しています。
今まで見過ごされがちだった県庁舎の建物の魅力をあますことなく伝え
てくれる一冊です。
●県庁の見学を希望される場合は、下記にお問い合わせください。
滋賀県広報課県民の声担当
電話 077-528-3046
077-528-3046 FAX
FAX077-528-4804
077-528-4804
滋賀県広報課県民の声担当 電話
ホームページ

http://www.pref.shiga.lg.jp/a/koho/kengaku.html
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郷土資料紹介 平成 26 年 9 月～平成 26 年 11 月購入・寄贈分より
●五峰興風会のあゆみ
五峰興風会 2014.9
●自分の「ものさし」で生きなさい
酒井雄哉著 村木厚子著 日経 BP 社
●図解比叡山のすべて
比叡山延暦寺監修 宝島社 2014.9
●和顔愛語を生きる

2014.9

半田孝淳著 信濃毎日新聞社 2014.3
●近江の自然災害 地震と水害の歴史
野洲市歴史民俗博物館編刊 2014.10
●椋川 続区誌
澤田純三著 澤田純三 2014.9
●飛鳥宮と難波宮・大津宮
奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 2014.10
●古墳時代前期の王墓
竜王町教育委員会編刊 2014.2
●日本近世都市の文書と記憶
渡辺浩一著 勉誠出版 2014.10
●明智光秀と本能寺の変
小和田哲男著 PHP 研究所 2014.11
●惟喬親王伝説を追う
中島伸男著 中島伸男 2014.10
●息長氏 大王を輩出した鍛冶氏族
宝賀寿男著
青垣出版 2014.11
●そろそろ、この街の話をしようじゃないか。人と街の未来をつくるワークブック
今川 晃監修 草津市コミュニティ事業団 2014.3
●昭和 19 年度・同 20 年度日誌乙女浜区長事務所
滋賀県平和祈念館ボランティア手紙等解読班編刊 2014.10
●高島市豪雨災害の記録 台風 18 号襲来
高島市政策部総合防災局[編]
高島市 [2014 年]
●近江絹糸「人権争議」の真実
朝倉克己著 サンライズ出版
2014.8
●教室のいじめとたたかう
越直美著 ワニブックス 2014.10
●滋賀医科大学開学 40 周年記念誌
滋賀医科大学開学 40 周年記念誌編集委員会編集 滋賀医科大学 2014.10
●こころの教育と生き方講話集
聖パウロ学園光泉中学・高等学校編 ジューン・ファースト出版部 2014.5
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●時空の旅 学童集団疎開 70 年
成瀬國晴著 たる出版 2014.8
●落人と木地師伝説の地甲津原のまちおこし
法雲 俊邑著 一粒書房 2014.4
●本土決戦と滋賀 空襲・予科練・比叡山「桜花」基地
水谷孝信著 サンライズ出版
2014.8
●わたしたちの郷土を守る 野洲川の水害から学ぶ
守山市教育委員会編刊 2014.10
●五個荘金堂まちなみ保存事業の歩み 2
東近江市教育委員会編刊 2014.3
●農業環境政策の経済分析
法政大学比較経済研究所、西澤栄一郎編 日本評論社 2014.3
●里山の人びとのくらし
滋賀県・高島市
千葉 昇監修 渡辺 一夫文・写真 ポプラ社 2011.3
●豪商列伝 なぜ彼らは一代で成り上がれたのか
河合敦著 PHP エディターズ・グループ 2014.11
●老舗の伝統と〈近代〉 家業経営のエスノグラフィー
塚原伸治著 吉川弘文館 2014.10
●近江日野商人の経営史 近江から関東へ
上村雅洋著 清文堂出版 2014.8
●伊藤忠兵衛家・長兵衛家同族事業経営の沿革
滋賀大学経済学部附属史料館編刊 2014.10
●造形衝動の一万年 縄文の宇宙/円空の衝撃/アール・ブリュットの情熱
滋賀県立安土城考古博物館編刊 2014.9
●近江の古像
高梨純次著 思文閣出版 2014.8
●近江猿楽多賀座 20 年のあゆみ
記念誌編集委員会編 近江猿楽多賀座 2014.3
●中村正子の詩と人生 結核に倒れた小学校教師
中村正子[著] 美濃部俊裕、苗村吉昭、西嶋敏史編
●捕縛 石田三成の無念と執念
加藤嶺夫著 郁朋社 2014.8

澪標

2014.10

●楠亭詩集とその背景 復刻版 湖東の聖人「渡邊楠亭」の漢詩を読み解く
田中弥一郎著 伊藤眞雄 2014.10
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地震等被災者の方々へのサービスについて
平成 2３年 3 月１１日に発生しました東日本大震災により多くの方々が被災
され、３年以上たった今も復興には至っていないことに、改めて心よりお見舞
い申し上げます。滋賀県立図書館では、県内で今も避難生活を送っておられる
方に対して図書の貸出しを行っています。
また、被災地からのレファレンスも引き続きお受けしています。内容は、滋
賀県関係だけでなく一般的な質問もお受けしますので、生活上の困ったことな
ど何なりとお問い合わせください。
〒５２０－２１２２ 大津市瀬田南大萱町１７４０－１
滋賀県立図書館 調査協力課
電 話 ０７７－５４８－９６９１／FAX ０７７－５４８－９７９０
http://www.shiga-pref-library.jp/d_reference/refnotes.html
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