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亀田図書館キャラクター
ウメちゃん

図書館で利用できるのは本だけではありません。今号では、亀田図書館の
新聞・雑誌とそのポイントをご紹介します。ぜひ新聞・雑誌をご覧ください。
新聞コーナー
★貸出カード作成不要でいつでも読めます。
★複数紙の読み比べができます。
★過去の記事を調べられます。
（保存期間：新潟日報 1 年、その他 6 か月）

★気になる記事のコピーもできます。
（有料、当日の物を除く。
）

亀田図書館で読める新聞
全国紙
朝日、産経、日本経済、毎日、読売
地方紙
新潟日報、福島民友、福島民報
スポーツ紙 日刊スポーツ、エル・ゴラッソ（サッカー専門誌）
夕刊
新潟日報 Otona+

雑誌コーナー

★さまざまなジャンルを幅広くそろえています。
★最新号は貸し出しせず、図書館でいつでもお楽し
みいただけます。（読むだけなら貸出カード作成不要。）
★最新号以外は貸し出しを行っています。
バックナンバーは過去 2 年分保管しています。

子ども図書室で「読売 KODOMO 新聞」や
「こども新聞週刊ふむふむ（新潟日報社）
」な
ど、子ども向けの新聞をご覧いただけます。
また、子育て支援コーナーに月刊絵本をご
用意しています。
（※「こどものとも 0.1.2」
のみ赤ちゃん絵本コーナーの下部。
）

こんな雑誌があります
<子育て>

<ファッション>
<スポーツ>
<くらし>
<文芸誌>
<郷土雑誌>

ベビモ、プレモ、月刊クーヨン
Seventeen、ミセス、LEE、MEN’S nonno
卓球王国、スイミングマガジン
LDK、きょうの料理、レタスクラブ
文藝春秋、俳句四季、雪、川柳にいがた
Komachi、月刊にいがた
など

（『こどものとも 0.1.2 2015 年 6
月号』村田 エミコ／さく、
『たくさ
んのふしぎ 2017 年 1 月号』杉田
比 呂 美 ／ さ く 、『 こ ど も の と も
2017 年 2 月号』大日本タイポ連合
／作、福音館書店）

俳句の窓
江南区は昔から俳句が盛んな土地柄です。
地域の俳人・小嶋紅円さんから、江南区にゆかりのある俳人の句を紹介していただきます。
なえもら

なわしろ

にぎ

苗貰ひ来て苗代の賑やかに
浅井

あずき

人通るところ残して小豆干す
しず か

八郎

苗代田(籾種を播き、稲の苗を作る水を張った
田)の黙々と苗束を作っている人たちのところ
に、田植の苗が足りないと苗束を貰いに、人が
来たので田が賑やかになったという写生俳句。

柴野 静香
本名・柴野勝。晩秋の晴天の日、近くの農家
に行くと、玄関前いっぱい小豆を干した筵が七
枚ほどあった。そこの筵と筵の間に、人が通れ
るほどの隙間(道)が残されていたことの一句。
小嶋紅円さん＊本名小嶋健一(元教員)。亀田下早通出
身。田村山火・紅子夫妻に俳句を教わる。俳誌「雪」
「鷗」に投句。著書：『世継榾』（俳句・俳文集）

おすすめの本
『「本をつくる」という仕事』
稲泉
筑摩書房

『長くつ下のピッピ』

蓮／著
2017 年

「本」が出版され読者の手に届くためには、
作家と出版社だけではなく、たくさんのひと
が関わっています。この本は、そういった本作
りに関わるさまざまなプロフェッショナルを
紹介しています。
紙を作る、文字を作る、文字を印刷する、
製本、校閲、カバーデ

アストリッド・リンドグレーン／作
イングリッド・ヴァン・ニイマン／絵
菱木

晃子／訳

岩波書店

2018 年

ピッピは 9 歳の女の子。世界一強くて怖いも
の知らず。どんな大人でもピッピにはかないま
せん。この物語は、サルのニルソンさんや馬と
一緒に『ごたごた荘』で暮らすピッピの姿を生
き生きと描いた作品です。
原書が初めて出版さ
れてから、７０年以上

ザイン、出版、そして

を経た今も読み継がれ

執筆。どれが欠けて

ている『長くつ下のピ

も「本」はできあがり

ッピ』。この度、シリー

ません。

ズ３冊が新訳・新装版

普段手にしている

で出版されました。ピ

本への興味が沸いて

ッピの物語をぜひお楽

くる 1 冊です。

しみください。
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鷲尾

？
図書館の本がどのように並んでいるかご存知ですか？実は全国共通のルールに従って、テーマごとに分か
れて並んでいるのです。ルールを知って、読みたい本を自分で探してみませんか。

①

③

？

『日本十進分類法（NDC）
』とは全国の図書館で利用されている、本をテーマごとに分類するルールです。

請求記号のことがわかったら、書架（図書館の本棚のこと）で本を探してみましょう。

テーマごとに大きく 10 のグループに分類し、それぞれをまた 10 に分け、さらに 10 に分けます。つま

たとえば、
「457」の本を探すときは、次のようになります。

り、図書館の本は 10×10×10＝1000 項目で分類されています。
項目ごとに 000 から 999 まで 3 桁の分類番号を振られ、同じテーマの本が同じ場所に集まるようにな
っています。分類番号は１文字目が大テーマ、２文字目が中テーマ、３文字目小テーマを表します。
図書館の本は基本的に、この分類番号が小さい方から大きい方へ順番に並べられています。
大テーマ

1哲学

2歴史

9文学

４０

3社会科学
０総記

８言語

4自然科学

7芸術

小テーマ

中テーマ

5技術
6産業

４１数学

４５１気象学

４２物理学

４５２海洋学

４３化学

４５３地震学

４４天文学

自然科学

４５地球科学

（総記）

４６生物化学

４５０
地球科学
（総記）

①館内案内図で大テーマ「4 自然科学」がある書架を確認

2 月の蔵書点検期間中
に、より本を探しやすく
なるよう、館内案内図と
書架脇の表示を新しく

②アルファベット見出しを参考に、目的の場所へ。
③書架の脇の分類表示で中テーマ「45 地球科学」がある場所を見つけ、書架に入る。

しました。

④本の間に中テーマや小テーマの見出しが入っているので、目的の見出しを探す。

４５４地形学
４５５地質学
４５６地史学

４７植物学

４５７古生物学

４８動物学

４５８岩石学

４９医学

４５９鉱物学

たとえば恐竜の本を読みたいときは、大テーマ「４自然科学」→中テーマ「45 地球科学」→小テーマ
「457 古生物学」と見ていくと、
「457」の場所にありそうだということがわかります。

また、書架の中で本は以下の法則に従って並んでいます。
・分類番号の小さい方から大きい方へ（000→001→002……）
・同じ分類番号では著者記号の五十音順
・棚の左から右へ

②

・上から下へ
見出しの中で本を探すときは、この法則を覚えておくと便利です。
分類番号で大体の場所はわかります。しかし、ひとつのテー
マに本が何百冊もあると、特定の本を探したいときは、それだ
けでは大変です。
分類番号に著者や巻数などの情報を追加して、本 1 冊 1 冊
の場所（住所）を定めているのが請求記号です。左の写真のよ
うに、請求記号は本の背表紙ラベルや図書館 HP の検索シス
テム、または本の情報レシートなどで見ることができます。

別置
本の内容やサイズによって、本来の位置とは別の場所に置いておく
こと。亀田図書館では、郷土（新潟市や県に関する）本、ティーンズ、
大活字本、アルビレックス関連本、外国語、俳句の本、文庫本などが
これに当たります。

請求記号は 3 つの要素でできています。
①分類番号…ラベルの 1 番上の段。
『日本十進分類法』で決め
られた、基本 3 桁の数字。テーマを表す。
457

…

①

ツ

…

②

…

③

②著者記号…ラベルの 2 段目。著者名の最初の 1,2 文字。著

それでも本が見つからない…

困ったときは
職員にご相談ください！

者を表す。
③巻冊番号…ラベルの 3 段目。上・下巻やシリーズの何巻目
かを示す数字。

図書館では利用者の皆様の資料を探すお手伝いをするレファレ
ンス（調査・相談）サービスを行っています。
「それでも本が見つからない」
「どう探したらいいのかわからない」
と思ったときは、お気軽にカウンターの職員へお声掛け下さい。

