
図書館のしくみ

図書館の使い方

本の探し方・調べ方



図書館は・・・ 物語・小説を読んだり本を
探したりするところ

本や新聞や雑誌などを
使っていろいろなことを
調べるところ

学習で知りたいことを
調べたり話し合ったり
するところ



図書館のマナー
本を大切にしましょう
・ページを折ったり、書き込みをしてはいけません。
・本を開いたままふせないようにしましょう。
・本の上で文字や図をかいたりしません。

本棚に正しく本をもどしましょう
・分類記号を確かめてもどしましょう。

貸し出し手続きをして、本を借りましょう
・期限を守って本を返却しましょう。

図書館内では、走ったり大きな声でさわいだりしません。



本の並びかた



分類記号のしくみ
図書はそれぞれテーマをもって書かれています。そのテーマが日本十進分類法のどの区分に位置するか

を示したものが「分類記号」です。

日本十進分類法では、大きなテーマから細かいテーマへ枝分かれする形で、第1次区分から第3次区分ま

で「類」「綱」「目」が設定されています。そして、それぞれに0～9の記号が与えられています。

類 綱 目





０類 総記
【000】総記・学問・調査法

【007】情報科学・コンピュータシステム・データ処理

【010】図書館・読書法

【020】図書・出版・図書目録

【030】百科事典

【040】雑著・雑学

【050】雑誌・学習年鑑

【060】団体・博物館

【070】新聞・ジャーナリズム・新聞の作り方

【080】全集（内容がさまざまなもの）

【090】郷土資料・滋賀県資料

030 090

「ゼロサンゼロ」
と読みます。

滋賀県や市や町のことが
わかるもので、「琵琶湖検
定」や「琵琶湖の魚」など
の本です。『ポプラディア』など

百科事典です。



１類 哲学・宗教

【100】哲学・思想・人生観

【120】日本思想・東洋思想

【130】西洋思想

【140】心理・心の悩み・易学

【147】占い

【150】モラル・道徳・マナー・武士道

【159】人生訓・格言

【160～】神話・神道・仏教・経典・キリスト教・聖書

160

宗教についての本です。

147

占いの本などです。
「イチヨンナナ」
と 読みます。



２類 歴史・地理
【200】考古学・世界史・古代文明・遺跡

【210】日本史

【220】アジア史

【230】ヨーロッパ史

【240】アフリカ史

【250】アメリカ史

【270】オセアニア史

【280】伝記集・複数の伝記・国旗

【289】個人伝記

【290】地図・探検記・地理

【291】日本地理

【292～ 】世界地理

289

オ

「ニィハチキュウ」
「オ」と 読みます。

織田信長や乙武
洋匡など、「オ」で
始まる名前の人の
伝記です。

291

日本の地理の本です。
日本地図もこのラベ
ルです。



３類 社会科学

河童など伝説や
民話の本です。

【300】社会科学

【310】政治・国家・議会・選挙・政党

【316】人権・行政・国際問題・国連

【320】法律・憲法・裁判所・国際法

【330】経済・人口・貨幣・銀行・保険

【340】財政・税金

【350】統計・人口統計・国勢調査

【360】世論調査・生活消費者問題

【366】職業・キャリア教育・非行

【369】障害者理解・福祉・ボランティア・災害

【370】教育学・いじめ・学習指導・特別活動

【380】民俗学・生活習慣・年中行事

【388】伝説・民話・昔話

【390】国防・軍事

388

「サンハチハチ」
と 読みます。



４類 自然科学
【400】自由研究・科学一般・実験

【410】数学

【420】物理学

【430】化学

【440】宇宙科学・星座・太陽・惑星・月

【450】地球科学・地質学

【451】天気（台風・雲・雨・風・雪・氷）

【452】海洋・湖沼・河川・水

【453】地震・津波

【454】侵食・地層・断層

【457】古生物・化石・恐竜

【458】岩石・鉱物・宝石

【460】生物学一般

【467】メンデルの法則・遺伝子

【468】プランクトン

【469】人類学・人類の進化

【470】植物学・種子植物・裸子植物

【480】動物一般・動物園・動物保護

【483】アメーバ・珊瑚・クラゲ・ミミズ

【484】貝・カタツムリ・イカ・タコ・ウニ

【485】エビ・カニ・クモ・ダンゴムシ

【486】昆虫類

【487】魚類・両生類・爬虫類

【488】鳥類

【489】哺乳類

【490】医学一般

【491】人体の基礎医学

【492】臨床医学・内科・外科・歯科

【498】公衆衛生・栄養学

【499】薬学

486

「ヨンハチロク」
と 読みます。

「モンシロチョウ」や

「カブトムシ」、「昆虫
図鑑」などの本です。



５類 工学・工業
【500】エネルギー・工業技術

【507】特許・発明・生産管理

【510】測量・設計施工・土木工事

【518】水道・浄水場・ゴミ・清掃工場・リサイクル

【519】公害・環境問題・自然保護

【520】建築物・住宅・トイレ・建築設備

【530】機械工学・時計・自転車・電車（車両）

【537】自動車・オートバイ

【538】飛行機・宇宙船・宇宙開発・原子力工学

【540】電気工学・発電・照明・電車

【547】電話・テレビ・インターネット

【548】コンピュータ・ロボット・プログラミング

【550】海洋工学・船・潜水艦・兵器

【560】地下資源・金属加工・石油・石炭

【570】化学工業・化学薬品・燃料・化粧品

【579】接着剤・遺伝子工学

【580】製造工業・家庭機器・食品工業・文房具

【590】家庭

【593】きもの・和裁・洋裁

【594】刺しゅう・編み物・アートフラワー

【595】理容・美容

【596】食品・料理・菓子・作法

【597】住居・掃除

596

「ゴォキュウロク」
と 読みます。

「料理」や「お菓子作
り」などの本です。



６類 産業
【600】農林水産業の総合的な内容

【610】農業一般・農法・防虫害・稲作・穀類

【620】果樹・果物・野菜・園芸・公園・造園

【640】畜産業・酪農・家畜・養蜂・獣医学

【650】林業・森林・樹木・森林保護・製材・山菜・炭・狩猟

【660】水産業・養殖・水産物加工業

【670】商業・商店・流通・貿易

【680】交通・運輸・道路・運送業・鉄道・駅・空港・観光業

【690】郵便・通信・電話・放送事業

650

「ロクゴォゼロ」
と 読みます。

『木と日本人』シリーズ
など、林業の本です。



７類 芸術・スポーツ

【700】美術 美術全集・文化財・世界遺産

【710】彫塑・粘土・仏像・オブジェ

【720】絵画・絵画技法・クロッキー

【726】漫画・絵本・イラスト・レタリング

【728】書道

【730】版画・篆刻

【740】写真・カメラ・印刷技術

【750】工芸一般・伝統工芸・工作・デザイン・人形

【760】楽器・オーケストラ・歌・舞踊

【770】演劇・能楽・歌舞伎・映画・落語・大衆演芸

【780】運道具・競技大会・オリンピック

【781】体操競技・マスゲーム・鬼ごっこ

【782】競走・跳躍競技（陸上競技）

【783】バスケット・バレー・サッカー（球技）

【784】スキー・スケート（冬季競技）

【785】水泳・競泳・サーフィン・ボート

【786】登山・キャンプ・サイクリング

（戸外レクリエーション）

【787】海釣り・川釣り

【788】相撲・レスリング・ボクシング

【789】柔道・剣道・馬術・忍術・護身術

【790】茶道・華道・将棋・遊び・なぞなぞ

（屋内レクリエーション）

783

「ナナハチサン」
と 読みます。

野球・サッカー・テニス
等、球技の本です。
選手の本もあります。



８類 語学

【800】言語学・記号・言葉遊び・話し方・朗読・ディベート

【810】日本語・漢字・ローマ字・外来語・語源

【820】アジアの言語

【830】英語

【833】英和辞典・和英辞典・英英辞典

【820】～外国語

810

「ハチイチゼロ」
と 読みます。

日本語についての
本です。



９類 文学

【900】世界文学全集 等

【910】日本文学全集・古典文学

【911】詩・詩集・百人一首・歳時記・短歌・俳句

【913】物語・小説・童話・講談・落語本・笑い話

【914】エッセイ

【915】日記・手紙・紀行文

【916】ルポルタージュ・ノンフィクション・手記

【918】文学全集

【920】アジア文学

【930】英米文学

【940】ドイツ文学

【950】フランス文学

【960】スペイン文学

【970】イタリア文学

【980】ロシア文学

【990】その他の諸国文学

【 Ｅ 】 絵本

913

ホ

「キュウイチサン」
「ホ」と 読みます。

「ホ」で始まる名前の
人が書いた日本の小
説です。例：星新一
作『ボッコちゃん』など



どこにどんな本があるの 館内図

例



本の借り方・返し方

図書館の開館時間に合わせましょう。
学校司書の先生や図書委員さんがおられるときに借りることができます。
貸し出しの期間や冊数を守って返しましょう。
貸し出しカードや読書カードに本のタイトル（題名）と日にちを書きます。

本の題名 貸出日 返却日

スポットライトをぼくらに

ユリシーズ・ムーア

５/９ ５/16

５/18 ５/25

○年○組 名前 ○○○○○
パソコンで貸出できるときは機械が読み取りをします。貸し出しカードの例

○○市立○○中学校



本のしくみ



百科事典の使い方
知っておきたいポイント
１、百科事典はたくさんの巻に分かれているものが多いです。

例えば『ポプラディア』の場合は12巻に分かれています。

２、項目は五十音順になっています。
３、「つめ」と「はしら」

「つめ」は「あ行」「か行」でまとめられており、国語辞典と同じです。

左の「はしら」はページの最初のことばで、右の「はしら」はページの最後のことばです。

４、「見出し語」と「解説」

「見出し語」は調べる項目で、太い文字で書かれているので見つけやすいです。
「解説」に調べる内容があります。分かりやすくするために写真やイラスト、図、表などがつけられていること

があります。

５、「青字リンク・赤字リンク」
「解説」の中の、青や赤の文字のことばについても調べてみましょう。

６、「⇒」
「⇒」で示されたことばを使って調べましょう。


