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平成２５年１２月１日制定 

 

多賀町立図書館 

１．はじめに 

 多賀町立図書館は、町民の「知る権利」を社会的に保障し、また必要な情報を提供し、

町民の学習活動やまちづくりなどに貢献していく施設である。  

そのため、多様化・複雑化する町民のニーズや社会情勢等が的確に反映されるよう十分

配慮して、自主的な学習、調査研究、教養、趣味、娯楽、実用等に必要な資料および情報

を幅広く収集していくものとする。 

なお、この収集方針は公開するとともに定期的な点検と見直しを行うものとする。 

 

２．基本方針 

すべての町民を奉仕対象とする公立図書館として、当面する次の課題にそって収集を行

う。 

（１）地域の課題解決や産業振興、町民の暮らしを支援する資料を収集する。 

（２）町民の学びを支えるため、住民の多様な学習ニーズに対応した資料を収集する。 

（３）家庭教育向上を支援する資料を収集する。 

（４）地域の特性を考慮した資料を収集する。 

ア 多賀町は自然豊かな地域であり、山や森林、河川など自然に関する資料や環境問

題などの資料を収集する。 

イ 多賀町は全国から信仰を集める多賀大社が鎮座することから、神社や神道に関す

る資料を収集する。 

ウ 多賀町はアケボノゾウやナウマンゾウの化石が発見されるなど化石の産出地でも

ある。また、日本有数の規模を誇る河内の風穴が所在するため、化石や鍾乳洞な

ど関連する資料を収集する。 

エ 高齢化が進んでいることから、高齢者の生活、介護福祉に関する資料を収集する。 

（５）高齢者、障害者に対するサービス充実のため、大活字本、点字図書、視聴覚資料な

どの資料収集に努める。 

（６）図書館がびわ湖東部中核工業団地に立地するため、企業の支援となる資料を収集す   

   る。 

（７）健康・医療に関わる資料を収集する。特に「闘病記」に関する資料を積極的に収集 

   する。 

（８）戦争や平和に関する資料を収集する。特に地域の人が記した資料を積極的に収集す

る。 

（９）最近の話題や情勢についての資料を積極的に収集する。  

（10）「多賀町子ども読書活動推進計画」にしたがい、「子ども読書活動」を支援するため

に必要な資料を広範囲に収集する。 



（11）学校図書館を支援するための資料を収集する。 

（12）多賀町に関する資料や、多賀町で刊行された資料を網羅的に収集する。書店で入手

困難な出版物も、十分注意して収集に努める。 

（13）すべての分野において新鮮な資料を豊富に収集する。特に各分野の基本書は、最近

の学問分野の動向や学説等を紹介した資料に留意する。 

 

３．資料種別の収集基準 

一般書  

 前記の基本方針に基づいて収集に努め、収集にあたっては、特に下記事項に留意する。

なお、各種学習参考書、試験問題集及びテキスト類は、原則として収集しない。 

  

０００ 総記 

情報科学・コンピュータ（００７） 

・コンピュータ、インターネットに関する基本的な技術書・実用書を幅広く収集する。 

・技術開発が早く、変化が激しい分野なので、常に最新の情報を提供できるようにする。 

・利用度の高いソフト（エクセル、ワード等）の技術書・実用書を収集する。  

・実用書だけでなく、「情報化社会」「個人情報保護」「情報リテラシー」 等について書か

れたものにも留意する。 

・ＣＤ-ＲＯＭやＤＶＤなどのデジタルメディアが付属している資料については、館外貸出

が可能かどうか留意する。 

図書館（０１０）  

・図書館に関する資料は、積極的に収集する。 

・学校図書館に関する資料についても積極的に収集する。 

読書案内、書評、読書の方法（０１９） 

 ・町民に多様な本の世界、本の読み方を紹介したものは、積極的に収集する。 

 ・子どもの本の紹介、読み聞かせやブックトークなど子どもの読書活動を支援するため 

に必要な資料を積極的に収集する。 

・文学理論・作法（９０１）、作品案内・作品ガイド（９０２）との関連に留意する。 

博物館（０６９）  

・博物館が併設されているので、博物館に関する資料は、積極的に収集する。 

 

１００ 哲学（哲学・心理学・倫理学・宗教）  

経書（１２３） 

 ・論語に関する資料は、利用が多い分野なので、積極的に収集する。 

人生訓、教訓（１５９） 

・利用が多いので、多様な資料を収集する。 

宗教（１６０～）  

・特定の宗教、宗派に偏らず、多様な資料を収集する。新興宗教、宗教批判も原則として

収集する。ただし、収蔵スペースに制約があることから、代表的なもの、一般向けに書か



れたわかりやすい資料を優先する。 

神道（１７０～） 

・神道、神社に関する資料は豊富に収集する。 

・神社ガイドなどの実用書を積極的に収集する。 

仏教（１８０～） 

・最澄に関する資料は「郷土資料」で収集する。 

・寺院ガイドなどの実用書を積極的に収集する。 

・仏像（７１８）との関連に留意する。 

 

２００ 歴史（歴史、伝記、地理、紀行）  

考古学（２０２）  

・新しい発見・新説に留意し、関係資料の収集に努める。 

日本史（２１０） 

・利用の多い分野なので、多様なレベル、観点のものを幅広く収集する。 

・「戦争責任」「沖縄戦」「従軍慰安婦」 等、それぞれの観点に立つ多様な資料を収集する。  

・歴史、古街道ガイドなど地理、地誌、紀行（２９０～）との関連に留意する。  

地方史（２１１～２１９）  

・各県の県史は基本的なものを収集する。 

各国史（２２０～２７０）   

・現代的課題や社会的関心の高い地域、国に留意する。 

伝記（２８９） 

・特定の主題を持つと考えられるものは、当該分野が選定し、収集する。 

・「井伊直弼」「石田三成」「村山たか女」など多賀町近隣で関わりの深い人物は、「郷土資

料」で積極的に収集する。 

地理、地誌、紀行（２９０～）  

・利用の多い分野なので、多様なレベル、観点のものを幅広く収集する。 

・旅行ガイド・レクリェーションに役立つ資料・地図（道路地図・住宅地図・市街地図等）

は、多くの種類で最新版の収集に努める。  

・世界各国の地誌は、積極的に収集する。最新データのものに留意する。   

・兄弟都市盟約を締結している日置市（旧伊集院町）関連資料は積極的に収集する。  

・中山道に関するものは積極的に収集する。 

 

３００ 社会科学  

政治・経済・社会・文化事情（３０２）  

・最新の世界情勢について書かれたものを幅広く収集する。 

社会評論（３０４）  

・時代を代表する評論、話題になった評論は、積極的に収集する。  

・多様な観点のものを収集するよう留意する。 

政治事情・政治史（３１２）  



・時事性、話題性のある資料を中心に幅広く収集する。  

・多様な観点のものを収集するよう留意する。 

国家と個人・宗教・民族（３１６）  

・人権問題に関するものは積極的に収集する。 

行政（３１７）  

・公務員試験、国家資格に関する資料を積極的に収集する（試験問題集を除く）。 

・最新の資料に留意する。 

地方自治（３１８） 

・住民参加のまちづくりに関する資料は積極的に収集する。 

・図書館の指定管理者制度に関するものは積極的に収集する。 

外交・国際問題（３１９）  

・「核問題」「反核運動」など関心が高まっているので、多様な観点のものを幅広く収集す

る。 

・日本の対アジア外交に関心が高まっているので、多様な観点のものを幅広く収集する。 

・最新の情勢に留意する。 

法律（３２０）  

 ・法改正を反映した最新の資料に留意する。  

・「法律相談」等の実用書に留意する。  

憲法（３２３）  

・基本的人権、憲法第九条、天皇制など、論争のある主題については、多様な観点の資料

を幅広く収集する。  

・憲法改正問題は関心が高いので、改正の是非について書かれた資料を幅広く収集する。 

民法（３２４）   

・「道路・境界のトラブル」「遺言」「財産相続」「離婚」「借地・ 借家」「家賃・立退料」等

は生活と密接に関連した分野なので、実用書は積極的に収集する。  

商法（３２５） 

・法改正を反映した最新の資料に留意する。  

犯罪（３２６）  

・社会的関心を集めた犯罪について書かれた資料は、多様な観点の資料を幅広く収集する。 

裁判員制度（３２７）  

・社会的関心が高いので積極的に収集する。 

経済史・事情（３３２）  

・日本経済の現状、動向、未来予測について社会的関心が高いので、多様な観点の資料を

幅広く収集する。 

・海外事情は最新の資料に留意する。 

人口問題、難民問題、資源問題（３３４）  

・時事性、話題性のある資料に留意する。  

・特に「少子化」に関する資料は、多賀町の課題でもあるので、積極的に収集する。  

・基礎的データの資料に留意する。 



ＮＰＯ（３３５）  

・「第５次多賀町総合計画」では、町や町民、ＮＰＯ、企業など多様な主体とまちづくり

を進めることを目標と定めているため、ＮＰＯに関する資料は積極的に収集する。 

経営（３３６）  

・利用の多い分野なので、入門書、実用書をはじめ積極的に収集する。  

・「ビジネスマ ナー」「リーダーシップ」「コーチング」「職場のメンタルヘルス」等、職場

の人間関係や人事管理についての資料は、積極的に収集する 

簿記・会計（３３６）  

・利用が多いので、入門書・実用書を中心に豊富に収集する（試験問題集を除く）。 

金融（３３８）  

・時事性、話題性のある資料に留意する。 

・利殖、株式投資は入門書、概説書を中心に収集する（実用書を除く）。 

保険（３３９）  

・生活と密接に関連した分野なので、実用書を収集する。  

・「生命保険」「損害保険」「自動車保険」に関する資料に留意する。 

税金（３４５）  

・節税、相続税、確定申告など生活と密接に関連した分野の実用書を積極的に収集する。  

・消費税などの時事性、話題性のある資料に留意する。  

統計（３５０）  

・基本的な統計類を継続して収集する。  

・最近は電子媒体のものをＷｅｂ上で公表していることが多いので留意する。 

社会学、社会心理学（３６１）  

・日本人論、県民性の主題は、関心が高いので留意する。  

・格差社会に関するものは関心が高いので、幅広く収集する。 

同和問題、部落解放（３６１）  

・人権擁護の観点から積極的に収集する。 

 ・多様な観点に立つ多様な資料を収集する。 

介護保険、年金、医療保険、雇用保険（３６４）  

・生活と密接に関連した分野なので、最新の実用書を積極的に収集する。 

・制度のあり方を論じた資料に留意する。 

消費者問題（３６５）  

・生活と密接に関連した分野なので、最新の実用書を積極的に収集する。 

住宅問題（３６５） 

生活と密接に関連した分野なので、最新の実用書を積極的に収集する。 

 ・「欠陥住宅」「外断熱」など時事性、話題性のある資料に留意する。  

労働問題、労働運動（３６６） 

 ・社会的関心が高く、多様な観点に立つ、多様な資料を収集する。  

・時事性、話題性のある資料に留意する。 

就職（３６６）  



・職業案内や各種の資格試験、就職試験、転職、面接等に役立つ資料を積極的に収集する

（試験問題集を除く）。 

女性問題、女性論（３６７）  

・「男女共同参画社会」に関する資料は積極的に収集する。 

家族関係（３６７） 

 ・嫁と姑、親と子の問題など生活と密接に関連した分野なので、積極的に収集する。 

 ・現代的課題に留意する。（「ひきこもり」「ニート」等） 

婚姻・離婚問題（３６７）  

・社会的関心が高く、時事性、話題性のある資料（「婚活」「熟年離婚」等）も多いので、

積極的に収集する。 

児童・青少年問題（３６７） 

 ・社会的関心が高く、時事性、話題性のある資料（「いじめ」「児童虐待」等）も多いので、 

積極的に収集する。 

・「デジタルマナー」などしつけ、家庭教育（３７９）との関連に留意する。 

老後、定年（３６７）  

・社会的関心が高く、時事性、話題性のある資料（「老いじたく」「高齢化社会」等）も多

いので、 積極的に収集する。 

・定年後・高齢者の生き方、生きがい、生活設計について書かれた資料に留意する。 

社会病理（３６８）  

・自殺、少年非行、薬物乱用、暴力団など、時事性、話題性のある資料が多いので、 幅広

く収集する。 

社会福祉（３６９） 

・利用が多く、時事性、話題性のある資料が多いので、積極的に収集する。  

・介護技術や老人ホーム、グループホーム、児童福祉施設などの各種の福祉施設に関する

実用書を豊富に収集する。  

・福祉関係の仕事につきたい町民のために「社会福祉士」「介護福祉士」などの福祉関係

の 資格取得に役立つ資料を収集する（試験問題集を除く）。  

・「支援費制度」「障害者自立支援法」など最近の動向や制度のあり方を論じた資料に 留意

する。 

防災（３６９） 

・安心・安全のまちづくりに関する資料は積極的に収集する。 

・町民の防災、防犯に役立つ資料を収集する。  

・特に地震防災に留意する。 

・東日本大震災に関する資料に留意する。 

教育評論（３７０）  

・常に社会的関心が高い分野で、時事性、話題性のある資料が多いので、多様な資料を幅

広く収集する 

教育学・教育思想（３７１）  

・「いじめ」「不登校」「ひきこもり」等など社会的関心が高いので、多様な資料を幅広く



収集する。 

・時事性、話題性に留意する。 

学校行事、ＰＴＡ（３７４） 

 ・町民が関わる運動会、学芸会、文化祭、校外教育などの学校行事についての資料は積極

的に収集する。 

・ＰＴＡでのあいさつなどの実用書に留意する。 

学習指導・教科別教育（３７５） 

・「武道」「ダンス」の指導に関する資料に留意する。 

・自由研究、調べ学習に関する資料に留意する。 

・時事性、話題性に留意する。 

幼児教育（３７６）  

・幼児教育、保育、学童保育は利用が多いので、実用的な資料を中心に幅広く収集する。  

・「パネルシアター」「エプロンシアター」などの実用書は、ボランティアによる子ども読

書支援活動でも活用できるので、積極的に収集する。 

入学試験（３７６）  

・受験案内書などの実用的な資料を収集する（試験問題集を除く）。 

・最新のデータのものに留意する。 

・大学、高等・専門教育（３７７） との関連に留意する。 

大学、高等・専門教育、学術行政（３７７）  

・「留学」「就職」などの実用書に留意する。 

・入学試験（３７６）との関連に留意する。 

・社会人の大学、大学院入学に関する資料に留意する。 

・ノーベル賞に関する資料に留意する。 

障害児教育（３７８） 

 ・利用が多く、社会的関心が高いので、積極的に収集する。 

 ・「ＬＤ（学習障害）」「ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）」など最近の動向に留意する。 

手話、点字、音訳（３７８） 

・障害者の読書支援の観点から、音訳や点字等に関する実用的な資料を幅広く収集する。 

・手話に関する資料は、ＣＤ-ＲＯＭやＤＶＤなどのデジタルメディアが付属している実用

書（館外貸出が可能なもの）を積極的に収集する。 

社会教育、生涯学習（３７９） 

・生涯学習の観点から、幅広く収集する。 

・住民参加のまちづくりに関する資料は積極的に収集する。 

しつけ、家庭教育（３７９） 

・家庭教育向上に資するため、積極的に収集する。  

・育児（５９９）との関連を留意する。 

・幼児教育・保育（３７６）との関連に留意する。 

風俗史、民族誌（３８２） 

・昭和のくらしに関するものなど、学校教育との連携を深めるために効果的な資料を収集



する。 

冠婚葬祭、おつきあい、マナー（３８５）  

・利用が多いので、実用的な資料を積極的に収集する。  

・スピーチ（８０９）との関連に留意する。 

年中行事（３８６） 

・日本の伝統行事や季節行事に関する資料に留意する。 

伝説・民話（３８８） 

 ・「幽霊」「妖怪」等に関する資料は利用が多いので、積極的に収集する。  

戦争、戦略、戦術（３９１） 

・戦争体験記に関する資料は積極的に収集する。 

・「拉致問題」に関する資料に留意する。 

国防史・事情、軍事史・事情（３９２） 

・自衛隊に関する資料は、多様な観点に立つ多様な資料を幅広く収集する。 

軍事施設（３９５） 

・沖縄基地問題は社会的関心が高いので、多様な観点に立つ多様な資料を幅広く収集する。 

 

４００ 自然科学 

学会、団体（４０６） 

・科学館、博物館に関する資料に留意する。 

研究、科学教育（４０７）  

・「科学あそび」「科学手品」などの実用書を収集する。 

・自由研究、調べ学習、工作に関する資料に留意する。 

数学（４１０）  

・入門書、概説書を中心に収集する。 

・数学のクイズ、パズルなどを幅広く収集する（書込みを前提とする資料は収集しない）。 

化学（４３０） 

・「科学あそび」や「実験」などの実用書を収集する。 

・自由研究、調べ学習に関する資料に留意する。 

実験科学（４３２） 

・実用書を収集する。 

・自由研究、調べ学習に関する資料に留意する。 

天文学（４４０） 

・時事性、話題性に留意する。 

・自由研究、調べ学習に関する資料に留意する。 

天体観測法（４４２） 

・天体観測に関する資料は、利用が多いので、幅広く収集する。 

・自由研究、調べ学習に関する資料に留意する。 

恒星、恒星天文学（４４３） 

・星座ガイドに関する資料は、利用が多いので、幅広く収集する。 



・自由研究、調べ学習に関する資料に留意する。 

太陽（４４４） 

・日食など時事性、話題性に留意する。 

惑星、衛星（４４５） 

・火星探査など時事性、話題性に留意する。 

彗星、流星（４４７） 

・彗星など時事性、話題性に留意する。 

気象学（４５１） 

・氷や雪など自由研究、調べ学習に関する資料に留意する。 

・地球温暖化など多様な観点に立つ多様な資料を幅広く収集する。 

海洋学（４５２） 

・琵琶湖に関する資料は「郷土資料」で収集する。 

地震学（４５３） 

・地震予知など多様な観点に立つ多様な資料を幅広く収集する。 

地形学（４５４） 

・鍾乳洞に関する資料は、積極的に収集する。 

古生物学、化石（４５７） 

・化石採集、化石鑑定に関する実用書を豊富に収集する。 

・アケボノゾウに関する資料を積極的に収集する。 

・恐竜に関する資料は、利用が多いで、幅広く収集する。 

岩石学（４５８） 

・自由研究、調べ学習に関する資料に留意する。 

生物学（４６０）  

・図鑑や飼育などに関する実用書を豊富に収集する。 

・自由研究、調べ学習に関する資料に留意する。 

微生物学（４６５） 

・カビなどの自由研究、調べ学習に関する資料に留意する。 

植物学（４７０～） 

・図鑑や植物ガイドなど実用書を豊富に収集する。 

・自由研究、調べ学習に関する資料に留意する。 

・個別の植物に関する資料に留意する。 

・きのこに関する資料は、森林利用（６５７）との関連に留意する。 

動物学（４８０～）  

・図鑑や飼育などに関する実用書を豊富に収集する。 

・自由研究、調べ学習に関する資料に留意する。 

・個別の動物に関する資料に留意する。 

医学（４９０～）  

・医師や医学生、その他の医療従事者等を対象とした高度な専門書・実務書は収集しない。 

・看護師、看護学生及び一般向けの入門書、概説書を中心に体系的に収集する。 



・実用的な資料は利用が多いので、豊富に収集する。  

・各疾病ごとの概説書、「闘病記」に留意する。  

・老人病、老人医学 老人病は豊富に収集する。（「認知症」「白内障」「骨粗鬆症」等）  

・介護（３６９）との関連に留意する。  

・育児（５９９）との関連に留意する。 

発達障害（４９３） 

・子どもの発達障害は、利用が多く、「子育て支援」の観点からも積極的に収集する。  

・障害児教育（３７８）との関連に留意する。 

 

５００ 技術・工学 

エネルギー問題（５０１）  

・社会的関心が高いので、積極的に収集する。 

・時事性、話題性に留意する。 

模型工作、模型玩具（５０７）  

・鉄道模型、船舶模型、模型飛行機等、趣味娯楽に役立つものを収集する。 

工業・工業経済（５０９）  

・びわ湖東部中核工業団地に立地する企業との関連に留意する。（「ＩＳＯ」「ＪＩＳ」「品

質管理」） 

河川、水資源、水問題（５１７）  

・河川行政、河川の 汚染に関する資料は豊富に収集する。 

・多賀町はダムを有しているので、ダムに関するものを積極的に収集する。 

・琵琶湖に関する資料は「郷土資料」で収集する。 

都市計画（５１８）  

・まちづくりに関する資料は積極的に収集する。 

産業政策・行政、総合開発（６０１）との関連に留意する。 

ゴミ問題、リサイクル（５１８）  

・生活に密接に関連するので、積極的に収集する。 

公害、環境問題（５１９）  

・時事性・話題性がある分野なので、多様な観点に立つ多様な資料を幅広く収集する。 

・環境学習の支援のために、積極的に収集する。 

自然保護（５１９） 

・環境学習の支援のために、積極的に収集する。 

・世界遺産（７０９）との関連に留意する。 

日本の建築（５２１）  

・彦根城に関するものは、「郷土資料」で積極的に収集する。 

住宅建築（５２７）、建築設備（５２８）、建築意匠、装飾（５２９） 

・生活と密接な関連があり、利用が多いので、実用的な資料を豊富に収集する。  

・リフォームに関する資料に留意する。  

・住宅問題（３６５）、インテリア（５９７）、照明（５４５）との関連に留意する。 



車両（５３６）、自動車・バイク・自転車（５３７）  

・利用が多いので、趣味や実用に役立つ資料を積極的に収集する。 

・サイクリング、ツーリング、オートキャンプ（７８６）との関連に留意する。 

・運転免許取得に役立つ資料に留意する。 

航空、宇宙工学、宇宙開発（５３８）  

・社会的関心が高いので、幅広く収集する。 

・時事性、話題性のあるものを中心に、積極的に収集する。 

原子力工学（５３９）、 発電（５４３） 

・原子力発電は社会的関心が高いので、多様な観点に立つ多様な資料を幅広く収集する。 

・最新の資料に留意する。 

・福島原発事故に関する資料に留意する。 

 

電灯、照明（５４５） 

・生活と密接な関連があり、利用が多いので、実用的な資料を豊富に収集する。  

・住宅建築（５２７）、建築設備（５２８）との関連に留意する。 

電気鉄道（５４６） 

・利用が多いので、趣味や実用に役立つ資料を積極的に収集する。 

・車両（５３６）との関連に留意する。 

通信工学、電気通信（５４７）  

・インターネット、ソーシャルネットワークサービス、ＤＶＤ、携帯音楽プレーヤーなど

利用が多い分野なので、趣味や実用に役立つ資料を豊富に収集 する。  

・技術開発が早く、変化が激しい分野なので、最新の情報に留意する。 

・利用度の高いソフト（「ホームページビルダー」等）の技術書・実用書やホームページ

の作成を支援する実用書を収集する。 

情報工学（５４８） 

・コンピュータ機器、モバイル機器など利用が多い分野なので、趣味や実用に役立つ資料

を豊富に収集 する。  

・技術開発が早く、変化が激しい分野なので、最新の情報に留意する。 

電子工学（５４９）  

・電子工作などの実用書に留意する。 

・半導体、太陽電池等、最新の資料に留意する。 

核兵器（５５９）  

・原爆に関する資料は幅広く収集する。 

・多様な観点に立つ多様な資料を幅広く収集する。 

窯業（５７３） 

・信楽焼、湖東焼に関する資料は「郷土資料」で収集する。 

・陶芸（７５１）に関する資料に留意する。 

燃料、爆発物（５７５） 

・花火に関する資料に留意する。 



油脂類（５７６） 

・化粧品、石鹸など利用が多いので、多様な観点に立つ多様な資料を幅広く収集する。 

事務機器（５８２） 

・利用度の高いソフト（ワード等）の技術書・実用書を収集する。  

食品工業（５８８）  

・料理との関連で、趣味や実用に役立つ資料に留意する。 

ファッション、文房具など（５８９）  

・衣服（５９３）、手芸（５９４）との関連で、趣味や実用に役立つ資料に留意する。 

家政学・生活科学 （５９０） 

・「家事」「節電」など生活と密接に関連した分野なので、趣味や実用に役立つ資料を積極

的に収集 する。  

家庭経済（５９１） 

・「老後」「節約」「貯金」など生活と密接に関連した分野なので、趣味や実用に役立つ資

料を積極的に収集 する。  

日曜大工（５９２）  

・生活と密接に関連した分野なので、趣味や実用に役立つ資料を積極的に収集する。  

・住居、インテリア、収納（５９７） との関連に留意する。 

衣服、裁縫（５９３）、 手芸（５９４）  

・利用が多いので、豊富に収集する。 

・類書に留意する。 

・流行や季節感に留意する。 

理容、美容（５９５） 

・生活と密接に関連した分野なので、趣味や実用に役立つ資料を積極的に収集する。  

料理（５９６）  

・生活と密接に関連した分野なので、趣味や実用に役立つ資料を積極的に収集する。   

・類書に留意する。 

住居、インテリア、収納（５９７）  

・生活と密接に関連した分野なので、趣味や実用に役立つ資料を積極的に収集する。  

・住宅問題（３６５）、住宅建築（５２７）との関連に留意する。 

家庭衛生（５９８）  

・「妊娠」「出産」「介護」など生活と密接に関連した分野なので、実用に役立つ資料を積

極的に収集する。  

・家庭看護、福祉の介護（３６９）との関連に留意する。 

・育児（５９９） との関連に留意する。 

育児（５９９）  

・家庭教育向上に資するため、積極的に収集する。   

・しつけ・家庭教育（３７６）との関連を留意する。 

 

６００ 産業 



産業政策・行政、総合開発（６０１） 

・地域再生、まちづくりに関する資料は積極的に収集する。 

・都市計画（５１８）との関連に留意する。  

農業（６１０） 

・入門書を中心に豊富に収集する。  

農業問題（６１１）  

・農業経営、有機農業などに関するものは産業振興支援の観点から、積極的に収集する。 

・農業の自由化、国際化、食の安全、自給率など、幅広く積極的に収集する。 

エネルギー政策（６１２） 

・バイオマス発電に関するものは積極的に収集する。 

・林産製造（６５８）との関連に留意する。 

土壌・肥料（６１３） 

・産業振興支援の観点から、積極的に収集する。 

農業機械・器具（６１４） 

・産業振興支援の観点から、積極的に収集する。 

・農産加工機器（６１９）との関連に留意する。 

鳥獣害（６１５） 

・産業振興支援の観点から、積極的に収集する。 

作物栽培（６１６～） 

・産業振興支援の観点から、積極的に収集する。 

・農業経営（６１１）、土壌・肥料（６１３）、農業機械（６１４）、鳥獣害（６１５）、農

産加工（６１９）、有機農業（６２６）、病害虫対策（６２７）などとの関連に留意する。 

・町内で栽培されている品種については積極的に収集する。 

・米、稲（６１６）は主要品種なので、積極的に収集する。 

・そば（６１６）は多賀町の特産品であるので、実用書を積極的に収集する。 

農産加工（６１９） 

・産業振興支援の観点から、積極的に収集する。 

園芸（６２０）  

・利用が多いので、趣味や実用に役立つ資料を豊富に収集する。  

有機農業（６２６） 

・産業振興支援の観点から、積極的に収集する。 

病害虫対策（６２７） 

・産業振興支援の観点から、積極的に収集する。 

ガーデニング・観葉植物・花アレンジ（６２７）、造園（６２９）  

・利用が多いので、趣味や実用に役立つ資料を積極的に収集する。  

・花道（７９３）との関連に留意する。 

ペットの飼い方、家畜の飼い方（６４５～） 

・生活と密接に関連した分野なので 趣味や実用に役立つ資料を豊富に収集する。  

樹木（６５３） 



・環境学習の支援のために、実用書を積極的に収集する。 

森林保護（６５４）、鳥獣保護（６５９）、水産保護（６６３）  

・自然保護に関する資料は、環境学習の支援のために、積極的に収集する。 

森林利用（６５７） 

・「きのこ」「山菜」「ドングリ」など、利用が多い分野なので、趣味や実用に役立つ資料

を豊富に収集する。 

・菌類（４７４）との関連に留意する。 

林産製造（６５８） 

・森林資源活用の観点から「木質バイオマス」などに関する資料を積極的に収集する。 

・エネルギー政策（６１２）との関連に留意する。 

商業英語、商業作文（６７０） 

・実用に役立つ資料を収集する。  

・商用ｅメール文など最新の資料に留意する。 

・手紙（８１６）、英語（８３０）との関連に留意する。 

商業政策・行政（６７１）  

・近江商人に関するものは、「郷土資料」で積極的に収集する。 

・産業の再生やビジネス支援の観点から、積極的に収集する。 

商業経営、商店（６７３）  

・産業の再生やビジネス支援の観点から、実務に役立つ資料を積極的に収集する。 

不動産（６７３）  

 ・「不動産鑑定士」「宅地建物取引主任者」など資格取得に役立つ資料を収集する（試験問

題集を除く）。 

貿易（６７８） 

・ＴＰＰについて書かれたものは、社会的関心が高いので、積極的に収集する。 

観光（６８９） 

・テーマパークや遊園地ガイドは、利用が多いので実用書を積極的に収集する。 

・最新の資料に留意する。 

・地理、地誌、紀行（２９０～） との関連に留意する。 

・まちづくりとの関連で観光行政に関する資料を収集する。 

切手（６９３）  

・趣味に役立つ資料を積極的に収集する。 

電気通信事業（６９４）   

・携帯電話、スマートフォンについての実用書を積極的に留意する。 

・技術開発が早く、変化が激しい分野なので、常に最新の情報を提供できるようにする。 

７００ 芸術・美術 

美術館（７０６） 

・美術館ガイドは、最新版の収集に努める。  

世界遺産（７０９） 

・自然保護（５１９）との関連に留意する。 



文化財（７０９） 

・滋賀県の文化財に関するものは、「郷土資料」で収集する。 

仏像（７１８） 

・仏像ガイドなど実用に役立つ資料を豊富に収集する。 

・滋賀県の仏像に関するものは、「郷土資料」で収集する。 

・寺院（１８５）との関連に留意する。 

絵画技法（７２４） 

・利用が多いので、入門書を中心に豊富に収集する。 また、ある程度上級の人の要望にも

応えられるよう留意する。 

・「絵手紙」「俳画」「洋画」など趣味として手がける人の多い分野に留意する。 

・作品集は基本的な資料に限定して収集する。 

素描・描画（７２５） 

・入門書を中心に豊富に収集する。  

グラフィック・デザイン・図案（７２７） 

・「イラストカット集」「年賀状」「文様図案」など、利用が多いので実用書を幅広く収集

する。 

・館外貸出可能なＣＤ－ＲＯＭとセットとなった素材集を重視する。 

書道（７２８） 

・初心者からある程度上級向けまで収集する。 

・「ペン習字」「筆ペン」など、利用が多いので実用書を幅広く収集する。 

・作品集は評価の高い基本的な資料に限定して収集する。 

・年賀状素材集に留意する。 

版画技法（７３１） 

・作品集は評価の高い基本的な資料に限定して収集する。 

・年賀状素材集に留意する。 

撮影技術（７４３） 

・初心者からある程度上級向けまで収集する。  

・「デジタルカメラ」の技法書に留意する。 

・技術開発が早く、変化が激しい分野なので、最新の情報に留意する。 

・特殊写真（７４６）との関連に留意する。 

特殊写真（７４６） 

・「デジタルカメラ」「ビデオカメラ」など実用に役立つ資料を豊富に収集する。 

・技術開発が早く、変化が激しい分野なので、最新の情報に留意する。 

・撮影技術（７４３）との関連に留意する。 

写真集（７４８）  

・評価の高い基本的な資料に限定して収集する。 

工芸（７５０） 

・工作、手作りおもちゃなどに関する実用書を豊富に収集する。 

・季節にあわせた工作に留意する。 



陶芸（７５１） 

・入門書を中心に豊富に収集する。  

・信楽焼、湖東焼は「郷土資料」で収集する。 

木材工芸（７５４） 

・「折り紙」「切り紙」など利用が多いので、実用書を豊富に収集する。 

人形・玩具（７５９） 

・工作、手作りおもちゃなどに関する実用書を豊富に収集する。 

・「知育おもちゃ」は育児（５９９）との関連に留意する。 

 音楽（７６０～） 

・各ジャンルの基本書を体系的に収集する。  

・楽譜集、楽器演奏法（教則本）、邦楽も留意して収集する。  

・中高年向けの楽器演奏法（教則本）に留意する。 

・一枚ものの楽譜は収集しない。 

声楽（７６７） 

・童謡など子ども向けの楽譜集は、利用が多いので、豊富に収集する。 

・幼児教育（３７６）、育児（５９９）との関連に留意する。 

・「唱歌」など高齢者向けの資料に留意する。 

・歌唱力上達に関する資料は、利用が多いので、豊富に収集する。 

スポーツ、体育（７８０～） 

・各競技・各種目ごとに基本書を収集する。  

・初心者向けの入門書に留意する。  

・町民の趣向・流行、新スポーツに関する資料に留意し、利用の多い分野には豊富な資料

を用意する。  

・スポーツ団体、学校、社会教育団体等に役立つ資料を重視する。  

・障害者スポーツに留意する。  

・中高年の趣向に留意する。（「グラウンドゴルフ」「登山」） 

サイクリング、ツーリング、オートキャンプ（７８６） 

・利用が多いので、実用書、旅行ガイドを積極的に収集する。 

・自転車（５３６）、バイク（５３７）との関連に留意する。 

登山、ハイキング（７８６） 

・利用が多いので、実用書、旅行ガイドを積極的に収集する。 

・地理、地誌、紀行（２９０～）との関連に留意する。  

諸芸・娯楽（７９０～） 

・初心者向けの入門書に留意する。  

・町民の趣向・流行に留意し、利用の多い分野には豊富な資料を用意する。 

・中高年の趣向に留意する。（「将棋」「囲碁」「麻雀」「社交ダンス」） 

花道（７９３） 

・フラワーアレンジメントなど利用が多いので、実用書を豊富に収集する。 

・花アレンジ（６２７）との関連に留意する。 



 

８００ 言語 

話し方、会議法、速記、（８０９） 

・実用的な資料を幅広く収集する。  

・結婚式、葬儀等のスピーチに関する資料に留意する。 

・学校行事関係あいさつ（３７４）、冠婚葬祭（３８５） との関連に留意する。 

日本語（８１０）  

・日本語論は利用が多いので、積極的に収集する。 

辞典（８１３） 

・基本的なものを収集する。  

・特殊辞典（類語、語源、古語、流行語等）も収集する。  

・活字の大きい辞典も用意する。 

あいさつ、手紙、論文（８１６）  

・実用に役立つ資料を積極的に収集する。 

・「作文」「読書感想文」などは、子どもの読書活動支援の観点からも積極的に収集する。  

外国語、国際語（８２０～）  

・グローバル社会に対応するため語学力習得の必要性が高まっており、町民の学習と実用

に役立つ資料を豊富に収集する。ただし、試験問題集は収集しない。 

・館外貸出可能なＣＤ－ＲＯＭとセットとなった語学書を重視する。 

韓国語・朝鮮語（８２９） 

・社会的関心が高いため、積極的に収集する。 

英語（８３０）  

・最も広く学ばれている外国語として、重点的に収集する。   

・ＴＯＥＩＣなどの資格取得に関する資料に留意する。 

その他の言語  

・英語についで広く学習されている外国語については、一般向けの入門書を収集する。 

 

９００ 文学 

文学理論・作法（９０１）、作品案内・作品ガイド（９０２） 

・町民に多様な本の世界、本の読み方を紹介したものは、積極的に収集する。 

・子どもの本の紹介、読み聞かせやブックトークなど子どもの読書活動を支援するため 

に必要な資料を積極的に収集する。 

・読書案内、書評（０１９）との関連に留意する。 

文学全集、叢書（９０８）  

・子どもの本の紹介、読み聞かせやブックトークなど子どもの読書活動を支援するため 

に必要な資料を積極的に収集する。 

日本文学（９１０）  

・近代文学研究、近代の作家、作品研究に留意する。 

詩歌（９１１）  



・著名な作家の全集・作品集は、基本的なものを収集する。  

・現代作家の作品も積極的に収集する。 

小説・物語（９１３）  

・古典については、基本的な資料を収集する。  

・現代の小説は、最も多く利用されているので、豊富に収集する。  

・時事性、話題性のある作品に留意する。  

・ノーベル文学賞を受賞した作家の作品は積極的に収集する。 

・直木賞、芥川賞受賞作は網羅的に収集する。受賞作に限らず、候補作品も積極的に収集

する。 

評論・随筆（９１４） 

・古典については、基本的な資料を収集する。  

・近代以降の作品は、評価の定まった作品を中心に積極的に収集する。  

・時事性、話題性のある作品に留意する。 

・特定の主題を持つと考えられるものは、当該分野が選定し、収集する。 

例：高齢者の生活に関するエッセイ→３６７ 

  料理・食品に関するエッセイ→５９６ 

・闘病記は「闘病記文庫」で収集する。 

日記・書簡・紀行（９１５）  

・時事性、話題性のある作品に留意する。  

ルポルタージュ（９１６）  

・評価の定まった作品を中心に積極的に収集する。  

・時事性、話題性のある作品に留意する。  

・闘病記は「闘病記文庫」で収集する。 

・戦争体験記「戦争・平和コーナー」で収集する。 

・特定の主題を持つと考えられるものは、当該分野が選定し、収集する。 

例：介護に関するルポルタージュ→３６９ 

各国の文学（９２０～）  

・各分野の基本的な作品、作品研究、作家研究を体系的に収集する。  

・ノーベル文学賞を受賞した作品は積極的に収集する。 

・時事性、話題性のある作品に留意する。  

・古典や評価の定まった作品のほか、現代の作品も積極的に収集する。  

 

コミック（Ｃ） 

コミックは原則的には、収集しない。 ただし、以下のいずれかの基準をみたすものは、

収集を検討する。 

・マンガという表現方法を用いている入門書・実用書・学習マンガ、コミックエッセイな

ど。 ただし、特定の主題を持つと考えられるものは、当該分野が選定し、収集する。 

例：医療マンガ→「闘病記文庫」 

 『マンガ日本の歴史』→２１０．１ 



 『マンガ法律の抜け穴』→３２０．４ 

・戦争の悲惨さと平和の大切さを伝えるために書かれた作品。 

・刊行が終了し、社会的評価の定まった作品。   

 

郷土資料 一般書（Ｌ）、児童図書（ＫＬ）、紙芝居（ＫＬＣ、ＫＬＧＣ） 

・多賀町の歴史･文化を伝えていくための地域・行政資料を収集する。多賀町に関する地

域行政資料は網羅的に収集し、滋賀県及び県内市町村の資料についても必要に応じて収集

する。  

・新刊書は、滋賀県を主題にしたものを広く収集する。  

・古書は、犬上郡に関するものを収集する。 

・一般資料としてすでに収集済みの資料でも、必要に応じて地域資料用に収集する。  

・図書形態の資料のみでなく、パンフレット、絵はがき、地図類も収集する。  

・町内の企業刊行物についても積極的に収集する。 

・県内市町村の刊行物は、要覧・統計書・広報紙・市町村史・文芸作品集等を中心に収集

する。 

・埋蔵文化財発掘調査報告書等は、近隣市町を中心に郷土資料の一環として、収集に努め

る。 

 

参考図書（Ｒ） 

・調査研究やレファレンスなどの業務に役立つ各分野の資料を収集する。 

・継続して収集する年鑑、白書、統計に留意する。  

・法律書は法改正に伴って常に新しいものを提供できるよう、資料の更新に留意する。 

 

児童図書（Ｋ） 

・児童の様々な興味に対応でき、豊かな人間形成に役立つものを、各分野にわたり幅広く

収集する。 

・子どもの発達段階に応じて、理解しやすい内容や、表現の工夫のあるものを収集する。   

・時事問題関係書など、常に最新の情報を提供できるようにする。 

・ヤングアダルト向けのものは、「ヤングアダルト」で収集する。 

・「多賀町子ども読書活動推進計画」に基づき、学校図書館との連携の一環として、学校

のカリキュラムにも留意し、調べ学習などにも対応できるようにする。（「自由研究」「工

作」など） 

・「恐竜」「乗り物」「おりがみ」「迷路」「なぞなぞ」など利用が多い分野なので、豊富に

収集する。 

・作文、読書感想文について書かれたものは、子どもの読書活動支援の観点からも積極的

に収集する。  

・青少年読書感想文全国コンクールの課題図書を網羅的に収集する。  

・外国の児童書は、国際的な賞を受賞（コールデコット賞、ニューベリー賞、国際アンデ

ルセン賞等）し、 評価の定まっているもので、日本語に翻訳されている作品を収集する。 



 

絵本（ＫＥ、ＫＳＥ） 

・評価の定まった絵本作家の作品を中心に収集する。 

・季節の行事に関するものを幅広く収集する。 

・科学絵本は、子どもの探求心を刺激し、興味をもたせ、最新の知識に基づいたものを収

集する。 

・歯磨きやトイレトレーニングなど「子育て支援」の観点からも積極的に収集する。  

・あかちゃん絵本は、大人とのスキンシップを深めるものとして、積極的に収集する。 

・外国の絵本については、可能な限り世界各国のすぐれた絵本を収集する。 

・全国学校図書館協議会で「よい絵本」に選定された絵本を網羅的に収集する。 

・青少年読書感想文全国コンクールの課題図書を網羅的に収集する。 

 

紙芝居（ＫＣ） 

・季節の行事に関するものを幅広く収集する。 

・大勢の子どもが喜びを共有でき、楽しめるものを収集する。 

・豊かな心を持つ幼児の成長を促すものを収集する。 

・歯磨きやトイレトレーニングなど「子育て支援」の観点からも積極的に収集する。  

・園生活、安全教育、食育、入学準備等の資料を幅広く収集する。 

・高齢者が楽しめるものを積極的に収集する。 

・昔話に関するものを積極的に収集する。 

                                                               

ヤングアダルト図書  

・ヤングアダルト図書は、中学生、高校生ならびに同世代の青少年を対象とする小説、よ

みもの、ノンフィクション、人生訓、ブックガイド、進路、職業、実用等の資料を幅広く

収集する。 

・中高生世代が主人公もしくは話の中心になっている資料を収集する。 

・現在の若い人に支持されている資料に留意する。 

 

闘病記文庫 

・患者の立場から病気や闘病生活について記した資料や看護に参考となる資料を幅広く収

集する。 

・マンガという表現方法を用いている闘病記及び医療従事者を扱ったものについても収集

する。 

 

逐次刊行物  

新聞  

・主要な全国紙を中心に収集する。  

・全国紙だけでは地域の情報が足りないので、地域への要望に対してその地域の地方紙も

必要に応じて収集する。  



・保存の観点から縮刷版の収集についても考慮する。 

雑誌  

・各分野の主要なものを収集する。  

・町民の趣味や趣向に留意して収集する。  

その他 

・県内発行のものは、郷土資料の一環として広く収集に努める。 

・県内の大学、博物館、美術館及び研究機関等の研究紀要、年報、展示図録、記念誌等の

収集にも努める。 

 

官公庁出版物 

・中央官公庁（国及び県内出先機関・外郭団体を含む）刊行物は、統計書、報告書、広報

紙、調査書、研究書等を中心に、その内容が包括的なものを収集する。 

・県内官公庁刊行物は、郷土資料の一環として、収集に努める。 

 

図書館関係刊行物 

・国立国会図書館、日本図書館協会、全国公共図書館協議会等の図書館関係機関刊行物は、

統計書、報告書、調査書、研究書等を中心に収集に努める。 

・県及び県内市町村図書館の刊行物は、郷土資料の一環として、収集に努める。 

 

高齢者、視聴覚障害者用資料  

・弱視者、高齢者向けに大活字本を収集する。  

・視覚障害者のために、点字の本・録音図書を収集する。 

・聴覚障害者用字幕、視覚障害者用音声ガイド付きの映像資料を収集する。 

 

録音資料 

 ・「クラシック」「ジャズ」「ポピュラー（洋楽・邦楽）」など音楽の他、落語や朗読、効

果音など、町民の娯楽や教養および実用に資するものまで幅広く選定する。 

 ・予算や収蔵スペースに制約があることから、定番となっている作品、音楽関連賞受賞

作など評価の高いものを優先する。 

・時事性、話題性及び長期利用の可能性などに留意する。 

・録音図書は高齢者、視聴覚障害者用資料の一環として、収集に努める。評価の定まった

作品を中心に収集する。    

 

映像資料  

・「洋画」「邦画」「アニメ」などの映画や「ドキュメンタリー」や学習用の映像作品など、

町民の娯楽や教養および実用に資するものまで幅広く選定する。  

・予算や収蔵スペースに制約があることから、定着した評価を得ている作品、映画関連賞

受賞作品など評価の高いものを優先する。 

・時事性、話題性及び長期利用の可能性などに留意する。 



・映画倫理委員会による区分表示が PG12、R15＋、R18＋の作品に留意する。 

 

複本収集の原則  

・長く読み継がれる価値のあるものは、複本で収集する。  

・青少年読書感想文全国コンクールの課題図書は、複本で収集する。  

・多賀町関係資料は、できる限り館内用と貸出用、保存用とをそろえる。 

・参考図書のうち、よく利用されるものは、館内用と貸出用とをそろえる。  

 

寄贈資料  

・寄贈を受けた資料は、選書方針に照合して受入を検討する。  

・多賀町在住の著者自身による寄贈資料や多賀町に関するものは、積極的な受入を検討す

る。 

 

附 則  この方針は、平成２５年１２月１日から施行する。  

 

 


