
2020.4.26 図書館職員実務研修会

本の正しい扱い方と郷土資料の活用法

📚 本の正しい扱い方

鳥取県立図書館

郷土資料課 中尾有希子
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資料を後世に伝える責任がある

いつでも・だれでも利用できるよう整理し、
提供すること

図書館資料
≪地域の大切な共有財産≫

図書館員の役割



心当たりはありませんか？

該当するものに☑してください。

□食事しながら図書館の本を読むことがある

□本に付箋を貼ることがある

□書架に本がぎゅうぎゅう詰めになっている

□書架から本を取り出す時、背に指をひっかけている

□本をたくさん抱えて運んでいたら、本を落としたことがある

□厚い本をコピーするときは、のどを強く押さえることがある

□光のあたる場所に本を置いている
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傷んだ資料を元の状態に戻す

のは難しい。

でも、ちょっとした心遣いで

本の寿命は何倍にも延びる



まずは「手洗い」

食事や間食のあと、手についた汚れを

必ず落としましょう

➡食べ物はカビ、虫食い、汚れの原因に
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本の近くで飲食しない

図書館の本のあるところで飲食をしない
➡お昼休み、図書館の本を読みながら食事を

していませんか？

一度濡れた紙は元に戻りません。
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本は光にも弱い

光が褪色や紙の劣化につながります

・直射日光に当てない

・書庫の電気はこまめに消しましょう
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（右：褪色している） （電気のスイッチ：表示で意識づけ）



押さえすぎに注意
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本の綴じを壊し、ページや表紙がとれる
原因になります

・必要以上の力で本を押さえない
・のどの部分を無理に広げない
・本を開き、伏せたままにしない



しおりひもはしまう
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しおりひもは切れやすいため、
内側にしまいましょう



糊つきの付箋は使わない

10

・目印のためにページの角を折る
・筆記用具を挟む
・糊つきの付箋を貼る

本に印をつける時は
紙を挟む
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ほかにもあります

資料劣化の原因

・セロハンテープ、ガムテープ
粘着剤が変色し、はがせなくなります

・ステープラの針、金属製クリップ
錆びて、紙を腐食します

・輪ゴム
粘着化して、資料に張り付きます

・筆記用具
ペンやマジックのインク漏れが危険です
鉛筆を使いましょう
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そしてもう１つ大事なこと！

職員は「上履き」を履く

本のある所（特に書庫）に

汚れを持ち込まないように。



13

書架に本を並べるとき



資料は前側にそろえて置く
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・書名が見やすく利用しやすい
・本の落下を防ぐため、少し内側に置く



本は書架に垂直に置く
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・資料が倒れるときはブックエンドを活用
・薄い本にはパンフレットファイルも有効

パンフレットファイル
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傾いている資料はまっすぐ立てること
本の上に本を置かないように



大型本の保管方法
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平らな状態で保管しましょう
積み上げすぎにも注意



本の取りだし方
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背が壊れる原因になります
背に指をかけないこと
本をつめ過ぎずゆとりを持たせましょう



本の持ち運びにも注意を
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本を落とさないよう気をつけましょう
片手で持ちきれない量の資料を運ぶとき
・小分けにして往復する
・ブックトラックを使う
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返却された本は必ずチェック

・書き込み、水濡れがないか？
・日限表が挟まっていないか？
・汚れがないか？

本が濡れていたら、すぐに対処が必要です

国立国会図書館ホームページ 🔗

トップ > 国立国会図書館について > 資料の保存 >
マニュアル・パンフレット・翻訳資料 > 水にぬれた資料を乾燥させる

http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/preservation/manual_drying.html
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※県立図書館 貸出用ビニール袋
（袋に注意書きあり）

 袋に入れてもらう ■ ホームページ

※資料に挟んで貸出

利用者にも協力をお願いする

 利用案内 ■ しおり

県立図書館ホームページ 🔗
ホーム > 利用案内 > 館内のご案内 > 
館内のマナーについて

http://www.library.pref.tottori.jp/guidance/cat69/post-4.html
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参考にどうぞ
・『図書の取扱いガイド』 （鳥取県立図書館、1993年）
・『防ぐ技術・治す技術 ー 紙資料保存マニュアル ー』

（日本図書館協会、2005年）
・『水濡れから図書館資料を救おう！』

（眞野節雄／編著、 日本図書館協会、2019年）

・国立国会図書館「資料の保存」🔗

・東京都立図書館「資料保存のページ」🔗

・日本図書館協会 資料保存委員会 🔗

・災害時等の県立公文書館、図書館、博物館等の市町村
との連携・協力実施計画(平成29年9月5日)🔗

図
書

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://www.ndl.go.jp/jp/preservation/collectioncare/index.html
http://www.library.metro.tokyo.jp/about_us/syusyu_hozon/siryou_hozon/tabid/2104/Default.aspx
http://www.jla.or.jp/committees/hozon/tabid/96/Default.aspx
https://www.pref.tottori.lg.jp/269967.htm


23

📚 郷土資料の活用法
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鳥取県立図書館の郷土資料とは

・鳥取県に関する資料（県全体、県内の各地域）

・鳥取県内で発行された資料

・鳥取県出身者の著作および関連資料

・鳥取県内自治体の行政資料
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（収集資料）
図書、雑誌、逐次刊行物、新聞、広報誌、

機関誌、記念誌、大学紀要、研究報告、

フリーペーパー、行政資料、パンフレット、

地図、地形図・・・

映像録音資料、絵図、写真、絵画、電子資料、
マイクロフィルム、 ポスター、チラシ、絵はがき、古文書、
古記録、手書文書類（書簡、はがき、原稿類）・・・

郷土情報を積極的に収集
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鳥取県立図書館の郷土資料

図書は約１４万７千冊（２０２０年３月末現在）

同じ資料を３部以上収集するよう努めている

・１冊目は閉架・・・・・書庫に「保存用」として保管

・２冊目から開架・・・郷土資料室に置くが館内閲覧のみ（館外貸出不可）

・３冊目から・・・・・・・館外貸出可能となる
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郷土資料室 ふるさと鳥取コーナー

４つのコーナーで構成

収集した郷土情報をわかりやすく提供するために
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ふるさと情報コーナー

自然、産業、歴史、文化等に関する資料を紹介。

砂丘、大山、三徳山、山陰海岸ジオパーク、食、民芸、祭り、童謡・唱歌
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ふるさと文学コーナー

鳥取県出身の文学者の作品や関連図書、鳥取県を

舞台にした作品などを紹介。

尾崎放哉、尾崎翠、河本緑石、生田長江、生田春月、桜庭一樹
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日本の政治・法律、教育・福祉、経済・産業、文化等

に貢献した鳥取県出身者の著書や関連図書を紹介。

ふるさと人物コーナー

奥田義人、澤田廉三、碧川かた、鬼塚喜八郎、吉田璋也、岡野貞一
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まんが王国とっとりコーナー

鳥取県出身の漫画家の漫画作品と関連図書、

鳥取県を舞台にした漫画作品等を紹介。

水木しげる、谷口ジロー、青山剛昌
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資料収集はアンテナをはって

・新聞や雑誌（広報誌、タウン誌）の記事

・利用者からの情報

・職員が地道に収集

（パンフレットなどを見つけて持って帰る）

各市町村内で発行されたものは

しっかり収集していきましょう
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・県立図書館の新着図書リストも参考に

●新着図書（約３カ月以内のもの） 🔗

ホーム > 本や資料を探す > 新着資料

●新着図書（過去３年分） 🔗

ホーム > 鳥取県の情報 > 所蔵資料の案内 > 郷土資料新着図書案内

https://www.library.pref.tottori.jp/search/post-9.html
http://www.library.pref.tottori.jp/information/cat17/post-65.html


郷土資料室のレファレンス事例
（2020年4月）
・鳥取県の明治時代の伝染病について知りたい

・江戸時代鳥取藩における寺子屋に関する資料があるか

・「鳥取」の地名の由来を知りたい

・鳥取県出身のオリンピック選手について調べたい

・鳥取大火について知りたい

・「控帳」の翻刻されたものがあるか

・吉村徳平について知りたい

・「とっとりＮＯＷ」に掲載された○○の記事を見たい

・ミトクザクラについての記事を日本海新聞で見たことがあるが
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県外からの問い合わせも多数



・資料がない ➡ 相談機関をおさえること

ローカルな情報で資料がない。本では見つからない。

こんなときどこに相談したらいいだろう？

・探している情報になかなかたどり着けない

➡ 情報にアクセスしやすい工夫を

鳥取県に関係する情報があればデータを入力。

データを登録・整理し検索できるようにする。
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レファレンスで困ること
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蔵書検索

郷土情報を調べやすくするため、

郷土資料の目次等を登録しています。

👉 鳥取県立図書館の蔵書検索で検索できる 🔗

👉 調査の時間が短縮できる

思いがけない資料に必要な情報が！

http://www.library.pref.tottori.jp/
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鳥取県立図書館の
ホームページを
活用ください



鳥取県立図書館のホームページ＞鳥取県の情報

39http://www.library.pref.tottori.jp/

http://www.library.pref.tottori.jp/


郷土人物文献データベース

鳥取県出身者・ゆかりのある人物の情報
を探すことができる便利ツール 🔗

👉 情報が掲載されている資料を知ることができる

👉 名前の一部、職業、出身地からも検索できる

データ収録数 約15,000人
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登録するデータ
氏名（よみ）、生没年、出身地、ゆかりの地、活動分野・業績、参考資料

https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/search-local.do?lang=ja


新聞や住宅地図などの
所蔵状況は検索いらず？！

「新聞」、「住宅地図」、「市町村史」の

所蔵状況が調べられる ∞
ホーム > 鳥取県の情報 > 所蔵資料の案内

👉 一覧で見られるので便利

👉 検索の手間が省け、レファレンスにも使える

Q．子どもの頃、お豆腐屋さんにおつかいに行って

いたが、自宅との位置関係が知りたい
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http://www.library.pref.tottori.jp/information/cat17/


地域情報の調べ方

児童・生徒向けの調べ方ガイド 🔗

郷土学習に役立つ資料を

テーマごとにまとめたもの

（現在、３０テーマあり）

ホーム > 鳥取県の情報 > 地域情報の調べ方
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郷土学習ガイド

http://www.library.pref.tottori.jp/information/cat16/
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資料展示で情報発信

特別展示、企画展示、ミニ展示など
過去の展示が見られる！

■ホーム > 展示 > 過去の展示> 郷土 🔗

■郷土資料以外の展示も
ホーム > 展示 > 過去の展示🔗

市町村立図書館でもやってみたい展示がありませんか？

http://www.library.pref.tottori.jp/exhibition/cat10/cat/
http://www.library.pref.tottori.jp/exhibition/cat10/
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郷土資料のデジタル化も

◆２０２１年３月にデジタルアーカ
イブシステムを公開予定

デジタル化により、誰でも、いつでも、
どこからでも、貴重な郷土資料を利用
できる

◆鳥取県立図書館では、
２０１８年３月に
「総合的なデジタル化計画」を策定

ホーム > 鳥取県立図書館について > 資料デジタル
化計画 > 総合的なデジタル化計画🔗

http://www.library.pref.tottori.jp/
http://www.library.pref.tottori.jp/about/
http://www.library.pref.tottori.jp/about/cat6/
http://www.library.pref.tottori.jp/about/cat6/post-37.html


外国語資料をもっと活用したい

■ホーム > 国際交流ライブラリー・環日本海交流室 ∞

▶ 外国語図書の紹介（児童書）

中国・韓国・ロシア・英語の対訳絵本の一覧があります

▶ 外国語図書の紹介（一般）

中国語、ハングル、ロシア語などで

書かれた本の一覧が見られます

▶ 英語多読向け図書

多読をはじめたい方必見！

読みやすさのレベル（ＹＬ）別に分類し自分にあった本が見つけられます
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http://www.library.pref.tottori.jp/library/
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※お問い合わせは

鳥取県立図書館支援協力課 まで

電話0857-26-8155 FAX0857-22-2996

資料・情報・ツールなどで

バックアップします。


