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岩手県立図書館 

パスファインダー No.110 

図書館を使いこなす 
 

 

このパスファインダーは、あるテーマを調べるときに役立つ図書館資料や他の

ツールを紹介するための道しるべです。 

今回のテーマは「図書館を使いこなす」です。 

岩手県立図書館は２０２２年で開館１００周年を迎えます。この機会に改め

て、本を借りるだけではない図書館の便利な使い方について調べてみませんか。 

 

 

 

 

情報にたどり着くカギとなるキーワードを考えます。ひとつのテーマに結びつくいろ

いろなキーワードから、新たな切り口や、情報の的が絞られます。 

 

例 図書館 レファレンス 司書 調べ学習 パスファインダー 古文書 文書館  

アーカイブ 図書館利用 公共図書館 ランガナタン 等… 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県立図書館 

電話：019-606-1730 FAX：019-606-1731 

https://www.library.pref.iwate.jp/ 

テーマについて調べるキーワードは？ 

 



 

 

１．蔵書検索機＜ＯＰＡＣ（オーパック）＞を使ってみよう。 

 館内にある蔵書検索機＜ＯＰＡＣ＞で、当館の蔵書を調べることができます。キーワ

ードや、本のタイトル、編著者名などを入力して検索します。 

 当館所蔵の検索結果の一部をご紹介します。 

 

【３階：参考図書コーナー】 

資料情報 請求記号 

『図書館ハンドブック 第 6版補訂 2版』 

日本図書館協会図書館ハンドブック編集委員会∥編 日本図書館協会 

2016年 

◆ 図書館に寄せる社会的な関心が一段と高まる現在、図書館利用への理解を

深める基本的な座右の書として広く活用できるハンドブックです。 

R/010.36/ﾄｼ  

『図書館年鑑 2020』 

日本図書館協会図書館年鑑編集委員会∥編集 日本図書館協会 2020 年 

◆ 2019 年 1 月から 12 月までに起こった、日本の図書館にかかわる出来

事を記録するとともに、図書館統計、図書館関係資料、図書館関係文献リ

ストを収録。巻末には索引があります。※毎年最新のものが出版されてい

ます。必要な情報に応じて使い分けましょう。 

R/010.59/ﾄｼ 

/2020  

 

【３階：一般開架・ユース・児童コーナー】 

資料情報 請求記号 

『『図書館年鑑』にみる「図書館の自由に関する宣言」 

2004年から 2017 年のあゆみ』 

日本図書館協会図書館の自由委員会∥編 日本図書館協会 2019年 

010.1/ﾄｼ 

『図書館で調べる』 

高田 高史∥著 筑摩書房 2011年 

Y/015.2/ﾀｶ  
ユースコーナー 

『図書館のひみつ 本の分類から司書の仕事まで』(楽しい調べ

学習シリーズ) 

高田 高史∥著  PHP 研究所 2016年 

J/010/ﾄｼ  

 児童コーナー 

 

２．直接、棚に行ってみよう。≪ブラウジング≫ 

 図書館の本には、１冊ごとにテーマを表す分類記号が付いています。各コーナーでこ

の分類番号の棚に行くと、同じような内容の資料が近くにならんでいます。 

 

分類番号 テーマ 

010 図書館. 図書館学 

015.23 図書館教育 

019.2 読書指導 

分類番号 

著者記号 

０１０ 

ナガ 

キーワードをもとに図書館資料を探そう！ 

 

巻冊記号 
1 



 
 

 

１．データベース（電子資料）を使ってみよう。館内限定 

 当館では、以下のデータベースで新聞・雑誌記事（論文）を探すことができます。 

※ご利用の際には手続きが必要です。４階カウンターまでどうぞ。 
 

岩手日報記事情報 
岩手日報の記事を、2004（平成 16）年 4月から検索できます。

ただし、事故、事件、裁判の記事は除かれます。 

ジャパンナレッジ

Lib 

あらゆる項目を辞書や事典を中心とした情報源から検索す

ることができます。 

聞蔵Ⅱビジュアル ヨミダス歴史館 

 

検索結果の一部をご紹介します。 

記 事 データベース 

「本の魅力浸り元気に きょうからこどもの読書週間 県内図

書館 展示に力」 

『岩手日報』2020年 4月 23日 朝刊 20頁 
岩手日報記事情報 

 

２．当時の新聞（マイクロ資料）を見てみよう館内限定 

 ３階郷土資料コーナーでは、岩手日報等の古い新聞の実際の紙面をマイクロフィル

ムで閲覧することができます。 

※ご利用の際には手続きが必要です。それぞれのカウンターへお声がけください。 

 

３．関連雑誌を直接見てみよう。 

資料情報 場所 請求記号 

『図書館雑誌』  日本図書館協会  
新聞・雑誌 

コーナー 
S/010/ﾄ 2 

 

４．「CiNii Articles－日本の論文をさがす」を使ってみよう。インターネット 

  https://ci.nii.ac.jp/ 

 日本語で書かれた雑誌や、学術論文を探すことができます。本文リンクのあるもの

は、そのまま本文を閲覧することもできます。 

 

５．国立国会図書館オンライン「NDL ONLINE」を使ってみよう。インターネット 

https://ndlonline.ndl.go.jp/ 

国内で刊行された学術雑誌、紀要を中心に、人文科学、社会科学、自然科学の記事

が検索できます。 

 

 

 

 

 

新聞・雑誌記事（論文）を探そう！ 

 



  

 

 

 即時性があり、検索に便利です。テーマに関連するウェブサイトをご紹介します。

（2020 年 11 月 15 日現在） 

◆『岩手県立図書館』 

https://www.library.pref.iwate.jp/index.html 

岩手県立図書館の公式サイトです。県内の図書館や図書館関係機関へのリンク集のほ

か、「東日本大震災情報ポータル」、「いわて調べものお役立ちリンク集」等があります。

また、動画で読み聞かせが楽しめる「いつでもどこでもおはなし会」や「子どものペ

ージ」等もあります。 

◆『リサーチ・ナビ（国立国会図書館）さまざまな図書館の使い方』 

（トップ＞調べ方案内＞調べ方一般＞調べ方の基本＞さまざまな図書館の使い方） 

https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-867.php 
国内の図書館のおもな利用の仕方が紹介されています。館種による図書館の特徴やそ

れぞれの利用の仕方のコツ等が記載されています。 

 

 

 

 

１．当館のホームページで・・・ 

  https://www.library.pref.iwate.jp/ 

県内図書館横断検索で、岩手県内の公共図書館、大学図書館などの所蔵状態を一度

に検索できます。 

２．国立国会図書館のホームページで・・・ 

  https://iss.ndl.go.jp/ 

国立国会図書館サーチで、国立国会図書館をはじめ全国の公共図書館、公文書館、

美術館や、学術研究機関等が提供する資料、デジタルコンテンツを総合的に検索で

きるサービスです。 

３．「CiNii Books－大学図書館の本をさがす」で・・・ 

  https://ci.nii.ac.jp/books/ 

 全国の大学図書館が所蔵する本（図書・雑誌）の情報を検索することができます。 

 

 

 

 

「当館以外の場所にある本が読みたい」 

→ お取り寄せできる場合がございます。カウンターでご相談ください。 

「本や雑誌、紀要などの論文の複写がほしい」 

→ 有料となりますが、お取り寄せできる場合がございます。カウンターで直接、

ご相談・お申込みください。 

インターネットで関連サイトを探そう！ 

 

他の図書館等の所蔵を調べよう！ 【インターネット】 

 

文献を入手しよう！  

 



岩手県立図書館の歴史を調べよう 

岩手県立図書館は２０２２年に１００周年を迎えます。開館したのは大正 11年。設立には様々な歴史

があり、郷土出身の「平民宰相」原敬も大きく関わっています。県立図書館の郷土資料で、岩手県立図

書館の歴史を調べてみませんか。 

 

 例えば、岩手県立図書館の歴史を調べるキーワードには、以下のものがあります。 

キーワード： 図書館、岩手県立図書館、玉東舎
ぎょくとうしゃ

、岩手県の歴史、盛岡市の歴史、原敬 等・・・ 

図書資料を探そう 

テーマについてまとめられている概略を知りたいときや、手がかりとなるキーワードをもっと増やし 

たいときは、百科事典・辞書などを調べることから始めましょう。資料名等が分かっている場合は、 

館内にある蔵書検索機＜OPAC＞（オーパック）で、当館の蔵書を調べることができます。 

 

資料情報 請求記号 

『岩手百科事典』岩手放送 1978年 

◆岩手県について、基本的な概要を調べる時に便利な資料です。 

「図書館」「県立図書館」「玉東舎」「原敬」等の項目があります。 

KR/030/ｲ 1 

郷土参考ｺｰﾅｰ 

『岩手県立図書館 30年の歩み』岩手県立図書館 1953年 

◆岩手県立図書館「館報いわて第 10 号」30 周年記念号です。岩手県立図

書館の歴史のほか、幕末から明治初期の岩手県における図書館の歴史につい

ても書かれています。 

K/016/ｲ 1/6 

集密書庫 

 

資料情報 請求記号 

『図説盛岡四百年 下巻 1』吉田 義昭∥編著 及川 和哉∥編著 郷土文化研

究会 1991年 

◆p424-425「明治・大正期、図書館のあゆみ」 

K/211/ﾖ 1/4-2 

郷土資料ｺｰﾅｰ 

『岩手近代教育史 第 2巻』岩手県教育委員会 1981年 

◆p418-419「岩手県立図書館」 

K/372/ｲ 4/3-2 

郷土資料ｺｰﾅｰ 

『盛岡明治大正昭和「事始め百話」』 

吉田 義昭∥著 郷土文化研究会 1995年 

◆p18-20「岩手県立図書館」 

K/212.2/ﾖｼ 

郷土資料ｺｰﾅｰ 

『原敬特別展記念講演』 

鈴木 彦次郎、三谷 太一郎∥述 衆議院事務局 1972年 

◆p36-38 図書館設立にまつわるエピソードが記載されています。 

K/289/ﾊ 1/8 

郷土書庫 

その他、当館の企画展目録等に掲載されている資料の中にも、実際に閲覧や貸出しのできる資料がたくさ

んあります。 

郷土資料コーナーで 

※集密書庫、郷土書庫等、「書庫」とある資料を閲覧したい場合は、スタッフへお声がけください。 

その他、こんな資料にも・・・ 



当時の雑誌・新聞記事を探そう 

1、当時の新聞（マイクロ資料）を見てみよう。館内限定 

郷土資料コーナーでは、岩手日報等の古い新聞を実際にマイクロフィルムで閲覧することができます。 

資料の中で気になった日の新聞記事等を実際に見てみると新しい発見があるかもしれません。 

例えば、岩手県立図書館の開館した大正 11 年の新聞を見てみると… 

資料情報 場所 請求記号 

『岩手日報』大正 11年 5 月 2日 2頁 

「県立図書館開館式」 

郷土資料 

コーナー 
マイクロ資料 

『岩手毎日新聞』大正 11 年 4 月 21 日 3 頁 

「図書館の葢開き 昨日午後九時迄引切りなしの閲覧者」 

郷土資料 

コーナー 
マイクロ資料 

※ご利用の際には手続きが必要です。郷土資料カウンターまでどうぞ。 

 

探している出来事の日付が分からないとき、以下の資料が参考になります。 

資料情報 請求記号 

『岩手日報記事索引』 岩手県立図書館∥編  

◆昭和 44 年 10 月～平成 15 年 10 月の記事の見出しを確認することができ

ます。 

KR/071/ｲﾜ 

郷土参考ｺｰﾅｰ 

「岩手日報記事情報」（データベース） 

◆2004（平成 16）年 4月以降の記事を、見出し・本文から検索できます。 

ただし、事故、事件、裁判の記事は除かれます。 

※ご利用の際には手続きが必要です。 

４Ｆ電子資料ｺｰﾅｰ 

『岩手年鑑』 岩手日報社  

◆昭和 3年版～平成 21年版を所蔵。 
KR/059/ｲﾜ 

※昭和 44年より前の岩手日報の記事を探す場合、記事検索、記事索引などの有効な方法がないため、 

あらかじめ図書資料などで日にちの目星をつけ確認すると、効率的に調べることができます。 

 

2、岩手県立図書館の図書館報を見てみよう。 

一番古いものから、最新号まで閲覧することができます。 

資料情報 請求記号 

『館報 自大正１２年第１号至昭和８年第１０号』  

岩手県立図書館 1923年 11月～1933年 3月  

◆岩手県立図書館 

の館報第１号。館内閲覧のみ。 

K/016.1/ｲ 1/ 

1-1-10 

『としょかんいわて 岩手県立図書館報』 

岩手県立図書館 復刊 1号 昭和 24年 12月～現在 
KS/01/ｲ 2 

 

困ったときは・・・ 

 ご紹介した以外にも、さまざまな資料があります。図書館の使い方が分からない… 探している本が

見つからない… などのときは、スタッフにご相談ください。 


