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Ⅰ 目的 

  那覇市立図書館は「市民の図書館」をめざす。 

  「市民の図書館」とは、基本的人権のひとつとしての、知る自由、学習する権利をもつ市民に資料を提供すること

を重要な任務とし、ひとりひとりの市民に、「いつでも、どこでも、だれでも、なんでも」をサービスの原則として、

市民の生涯にわたる自己学習を援助する施設である。 

  それにより、すすんで行動し、ささえあい、みがきあい、前進する市民をめざし、平和で個性のある文化都市、生

活都市の建設をめざす。これらの目標を達成するために次の方針に基づき必要な図書館資料の収集に努める。 

Ⅱ 総括的方針〈基本方針〉 

 １ 資料収集の自由を守る。 

図書館は、「図書館の自由に関する宣言」（１９５４年採択、１９７９年改訂）にもうたわれているように、全

ての市民の知る自由を保障するための社会的機関である。資料選択にあたっては、図書館（員）が、資料自体の価

値及び市民の要望に基づき、責任をもって主体的に判断する。またいかなる圧力によっても資料選択の自由が侵さ

れてはならない。 

 ２ 蔵書構成の中立性・公平性をめざす。 

大切なことは個々の資料自体の中立性ではなく、収集範囲の普遍性をめざすということである。したがって政

治・思想・信条等についての資料選択においても、その収集に消極的になるのではなく、できるだけ様々な立場や

視点からの資料を選択・収集し、蔵書構成全体としての中立性・公平性をめざす。 

 ３ 市民の要望・期待に即した資料の収集をめざす。 

   自治体図書館の任務は、「基本的人権のひとつとして知る自由を持つ市民に資料を提供する」ことが第一義にう

たわれている。従って、資料の収集は市民の資料要求の充足を収集の大原則とする。 

   ただし、一部の市民の要求だけでなく、広範な市民の要求、潜在している市民の要求、将来予想される市民の要

求も十分に考慮して収集する。 

 ４ 蔵書構成の最適化を図る。 

価値観の多様化や、出版物増大等に伴い、市民の要求する資料も多様化し幅広くなってきている。このような

中で市民の資料要求に応えていくことには予算的にも、また収納能力にも限度がある。そこで、市民の多様な要

求に効果的、効率的に応えるため中央図書館・分館で蔵書構成の分担を行い、効率のよい蔵書構成を確立する。

さらに収集対象外基準を設置し、全ジャンルを効率よく網羅し資料を収集する。 

（１） 中央図書館・分館の蔵書構成 

ア 分館の蔵書 

（ア）小説、娯楽、生活実用、趣味、教養の各分野を特に充実させる。 

   （イ）蔵書の新鮮度に留意し（一律に年限で区切ることはできないが）概ね５年で蔵書更新をする。 

   （ウ）専門的な図書については、中央図書館の蔵書をバックとし、そこに市民の要求をつなげるような、シ

ョーウィンドー的な蔵書構成を考える。 

   （エ）子どもの資料、中高生向きの資料は重視する。 

   （オ）戦術的にある利用者層（たとえば児童・主婦）を対象に重点を絞って収集したり、特定の分野（たと

えば家事・文学）や図書の種類（基本図書、参考図書など）に重点をおいて収集する。 



   （カ）その地域の特徴に応じた、蔵書構成の地域性について留意する。また、分館独自の「特殊コレクショ

ン」についても検討する。 

イ 中央図書館の蔵書 

（ア）専門的な図書を重視し、ある程度まで専門書については体系的網羅的に収集する。中央館に行けばあ

るという信頼感をうみだす蔵書の厚みをつくる。 

   （イ）生活実用、教養のバックになるような各種専門書、データを収集する。 

   （ウ）ビジネス情報も含め、加工されていないデータの収集・提供に努める。 

   （エ）児童書の絶版、品切れ図書、研究用児童書の保管を行う。 

（２） 収集対象外基準 

ア 次にあげる資料を収集対象外とする。 

(ア) 図書館に適さない形態の資料 

  (イ) 各種試験問題集 

  (ウ) TVゲーム等攻略本、ギャンブル攻略本、芸能人写真集等に関する資料 

(エ) 暴力や犯罪を容認したり残虐性を助長する資料、人権への配慮に欠ける資料及び性的表現が過激な資

料。 

  (オ) 極めて高度な専門書や高額な資料 

イ 上記アであげた収集対象外の資料でも館長が特に必要と認める場合には収集する。 

 ５ 新鮮で魅力ある蔵書構成とするために適切な蔵書更新を行う。 

   継続的に資料の収集をしていくと、利用上・管理上本が増え書架が一杯になり新刊書が入らなくなる。新刊書が

古い本に埋もれて魅力を失い、探しにくくなる等、様々な問題が生じてくる。そこで中央図書館、分館をそれぞれ

の機能・役割・分担に応じ、資料の適切な除架・除籍を行い、毎年ある程度の蔵書更新を行う。その時、購入年度

あるいは出版年によって機械的に除架・除籍することは避ける。 

 

Ⅲ 分野別資料収集の指針 

  ここでは、総括的方針を受けて、それを前提としながら、各主題分野について述べる。 

１ 分類別収集方針 

０ 類 

この部門は、総記という性質上、各項目間の関連性・類似性はないと考えてよい。したがって、各項目の冊数的、

内容的なバランスは考える必要はなく、必要な分野のみ重点的に集めればよい。 

また、この分野は、内容上、最新性を要求される分野と、過去からの資料の累積を要求される分野 との両方を含

んでいる。その分野に適した蔵書構成となるよう選書と同様、保存・除籍についても考 慮する必要がある 

 

００７（情報科学） 

最新の知識が要求される分野であるので、概説書、入門書を中心に、積極的に新鮮な資料を受け入 れるようにす

る。出版情報だけでなく、コンピュータ、情報処理技術自体の動向に注意し、現在の最 新の技術についての本が必

ず図書館に１冊はあるというようにする。また、技術書だけでなく、「情 報化社会」「情報公害」等、コンピュー

タと社会との関わりについて書かれたものにも留意する。 

 

０１０（図書館・図書館学） 

図書館に関する資料は、専門性が高い資料まで収集する。特に公共図書館に関する 資料は、業務用に職員が利用

する可能性を考慮し、網羅的に収集するようにする。また、点字図書館 をはじめ、他の類縁機関に関する資料にも



留意する。 

市民の多様な本の世界、本の読み方を紹介したものは、積極的に収集する。 

 

０２０（図書、書誌学） 

各種の目録・書誌類は、極力網羅的に収集する。特に相互貸借のルートがあるところについては、 業務用という

意味を含め、頒布されている目録があれば必ず収集する。書誌学、本についての資料は 重視して収集する。職員の

研修用にもなる。 

 

０２１（著作・編集） 

著作者の財産権と人格権の両面から規定され、権利の保護を図るとともに文化の発展に寄与するこ とを目的とし

ている著作権法は、社会的な関心を呼んでいるので、積極的に収集する。 

市民がミニコミや個人誌、チラシなどを作るときに役立つ編集技術の実用書を豊富に収集する。 

 

０２３（出 版） 

図書館や読書の前提になる出版流通の諸問題について収集する。出版と自由、検閲など。 

 

０３０（百科事典） 

重視して収集する必要がある。標準型のもの、ジャンル別編集のもの、家庭普及用のもの、１冊もの等、多種類そ

ろえる。大項目主義のもの、小項目主義のものの両方があるように留意する。 

百科事典は、新しい版ができたら可能な限り買い揃える。古い版は、１セットは保存しておく。英語版の百科事典

についても配慮する。できれば１セット揃える。 

 

０５０（逐次刊行物） 

年鑑は数種類入れる。その際、発行月に留意し、できれば発行月の離れたものを入れるようにする。収集すること

が決定された年鑑は、必ず継続的に受け入れる。地域年鑑も可能な限り収集する。 

 

０６９（博物館） 

図書館類縁機関に関する資料は、積極的に収集する。美術館、博物館、公民館、文書館等も同様である。 

 

０７０（ジャーナリズム、新聞） 

マスコミ（361.453）とともに積極的に収集する。新聞は、特に必要なものは、縮刷版、マイクロ・フィルムの形態

でも収集する。 

 

０８０（叢書・全集・選集） 

主要な全集・選集・叢書は、もれなく収集する。主要な思想家・著作者の個人全集・個人選集は、もれなく収集す

る。 

 

１ 類（哲学・心理学・倫理学・宗教） 

哲学、心理学、倫理学、宗教については、各分野の基本書を体系的に収集する。初学者のための入 門書・概説書に

留意する。研究書・解説書だけでなく、各分野の代表的原典も収集する。学会、マスコミ等で話題になった著者、著作

に留意する。心の充足を読書に求める市民のために、人生論、一般 向けに書かれたわかりやすい宗教書等に留意する。 



１００（哲学）・１１０（哲学各論） 

入門書、概説書、解説書を中心に収集する。改版、改刷を数次にわたって繰り返している哲学各論の著作は、定評

があるといわれている。 

最近流行している哲学論・哲学書については、哲学事典のほか、新語・流行語解説書も内容理解を助けてくれる。 

 

１２０（東洋思想）・１３０（西洋哲学） 

121（日本思想）代表的な思想家の著作を収集する。現代の思想家にも留意する。 

  122～（東洋哲学）中国思想・インド思想・イスラム思想について積極的に収集する。 

  130～（西洋哲学）利用の多い分野なので、豊富に収集する。原典、哲学史、入門書、研究書を体系的に収集する。

現代の思想潮流を反映させる。 

 

１４７（超心理学・心霊研究） 

興味本位のものや、非科学的なものについては注意を要する。ただし、社会的影響を与えない、他愛ない内容のも

のである場合が多く、予約があった場合などには、内容を読み、良識の範囲内で受け入れ判断を下す。 

 

１４８（相法・易占） 

時代を反映して様々な類書が出版されている。占いを遊びとして扱い、占いの結果も遊びとして受け流すように明

記してある本は、比較的良心的と判断してもよいであろう。問題となるのは、科学的根拠あるいは占いを装っている

ものである。易占いは、古来より科学・天文学などの発達から生じたものであることに留意しつつ、類書を比較して、

最終的に判断する。 

 

１５９（人生訓・教訓） 

多くの著者による著作がある。特定の著者に偏らないように注意する必要がある。 

 

１６０（宗教） 

原典、宗教史、入門書、研究書を体系的に収集する。宗教・宗派による差別はしない。新興宗教、宗教批判も原則

として収集する。一般向けに書かれたわかりやすい資料に留意する。 

 

２ 類（歴史、伝記、地理） 

歴史は、各分野の基本書を体系的に収集する。歴史はよく利用されているので、一般向けに書かれた歴史物語から

入門書、啓蒙書、概説書、研究書、資料まで、多様なレベルのものを収集する。それぞれの歴史観に立つ、多様な資

料を収集する。 

伝記に関しては、自伝と他人の書いたものに分けられる。自伝は、詳細な生の資料を使用しているというすぐれた

点があるが、自己評価、記述の客観性については、問題がありうる（近親者などによる伝記もこれに近い）。第三者

が著者の場合は、客観的記述の可能性は高いが、被伝者に対する著者の評価を伴うものである。それらを考慮して多

様に収集する。 

地理に関しては、旅行・ハイキングや登山の機会が増えてきたことや、マスコミなどで日本各地のみならず、世界

各地の道の風俗の紹介や、様々な出来事が知られるようになって、人々の地理的情報への要求は高まっている。図書

館では、そうした人々の要求に応えて、旅行・紀行・案内記などに関する図書を、地理学とその周辺の図書・地図と

ともに収集する必要がある。 

 



２００～２７９（歴史） 

特定史観に偏らないように各史観のものを揃える。通史の世界史、日本史の全集・叢書は、複数揃えたい。年表は

重要な資料なので、重視して集めたい。その際、すぐれた参考文献・索引が付されているかどうかも検討する。 

 

２０２．５（考古学） 

一定の利用があるので、収集に留意する。 

 

２１１～２１９（各地） 

各県の県史はできるだけ収集する。歴史的伝統のある地域、現代的課題のある地域、有名観光地京都・奈良などの

資料は、積極的に収集する。 

 

２２０～２７０（各国史） 

各国史は積極的に収集する。出版点数の少ないアジア・アフリカ・中近東の歴史・地理に留意する。 

 

２８０（伝記） 

著者の被伝者に対する多様な評価に留意する。その際客観的なデータをどれほど十分に利用しているか、人物をど

れほど理解しているかに注意して収集する。 

人名事典の多くは、現存者を除外して、各界の有名人の経歴・業績をまとめて一定の順序に配列してある。人名録

は、現存者の収録を主としており「紳士録」「名鑑」「興信録」などのタイトルのついたものはいずれもこの種のも

のであるが、なかには収録基準のはっきりしないものもあり、十分注意を要する。 

 

２９０（地理、地誌、紀行） 

地名辞典は、可能な限り収集する。地図は、積極的に収集するが、方針は別に定める。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。旅行案内、観光案内など、レクリエーションに役立つ資料を豊富に収集

する。姉妹都市ホノルル市（アメリカ）サン・ビセンテ市（ブラジル）福州市（中国）日南市（宮崎県）の関連資料

は積極的に収集する。紀行は利用が多いので、豊富に収集する。 

 

３ 類（社会科学） 

社会科学は、各分野の基本書を体系的に収集する。社会科学は、さまざまな学説や主張が抗争している分野なので、

多様な観点に立つ多様な資料を幅広く収集する。社会科学は、その時代の時代性と深く結びついている分野なので、

今日的主題を重視して収集する。入門書、概説書は、常に新鮮な資料を揃え利用の多い分野については、類書や複本

も用意する。 

参考図書（事典類）については、総論から各論まで、ある程度専門的なものも含め、幅広く収集する。社会科学は、

市民が高度の調査研究に進みうる分野なので、専門の研究者にもある程度のサービスが提供できるよう、必要な専門

書は積極的に収集する。日常生活及び実務上に必要な実用書、実務書は豊富に収集する。 

専門書の選定にあたっては、常に幅広い目録類や出版案内などを参照すると同時に、つとめて現物選定を行う。 

 

３０２（政治、経済、社会、文化情報） 

話題になっている資料、新しい資料を豊富に収集する。 

 

３０４（論文集、評論集、講演集） 



時代を代表する評論、話題になった評論は、もれなく収集する。（書評に取り上げられたもの、論争を喚起したも

の、評価の高い著者の評論等）代表的な思想家の資料は、もれなく収集する。それぞれの社会思想において、時代を

代表する資料、及び話題になっている資料は、もれなく収集する。 

 

３１０．４（政治論集、政治評論集、政治演説・講演集） 

話題になっている資料、時事性のあるもの、著名な著者によるものは、もれなく収集する。 

 

３１１（政治学、政治思想） 

多様な観点の資料を幅広く収集する。国家論、ファシズム、社会主義、共産主義関係のものも、豊富に収集する。 

 

３１２（政治史・事情） 

話題になっているもの、時事性のあるもの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。 

 

３１３．６１（天皇制） 

多様な観点の資料を収集する。 

 

３１４（議 会） 

日本の議会に関する資料は、明治期の帝国議会等についての専門資料も含め、幅広く収集する。 

 

３１４．８（選挙、選挙制度） 

話題になっているもの、時事性のあるものを中心に幅広く収集する。 

 

３１５（政党・政治結社） 

日本の政党、政治団体に関する主要な資料は、できるだけ収集する。政治資金に関する資料も積極的に収集する。 

 

３１６（国家と個人・宗教・民族） 

多様な観点の資料を幅広く収集する。話題性・時事性に留意する。 

 

３１７（行 政） 

現状を示す最新の資料に留意する。内閣、警察、公務員についての資料も、幅広く収集する。行政改革の資料は、

多様な観点の資料を積極的に収集する。防災については、実用的な資料を収集する。 

 

３１８（地方自治、地方行政） 

自治体図書館として、地方自治の諸問題については、多様な観点の資料を幅広く収集する。都市問題、都市政策に

関する資料及び、住民運動に関する資料は、積極的に収集する。「今」話題になっている問題については多様な観点

に立つ資料を積極的に収集する。 

 

３１９（外交、国際問題） 

「軍縮問題」「安全保障」「反戦運動」「核問題」「反核運動」など、話題性・時事性のある分野で利用も多く、

本市においても「核兵器廃絶平和都市宣言」を宣言しているので、多様な観点の資料を幅広く収集する。 

 



３２０（法 律） 

各分野の基本書を体系的に収集する。「法律相談」等の実用書に留意する。法令集・判例集は、幅広く集める。主

要な講座・大系等は、幅広く収集する。 

 

３２２（法制史） 

歴史との関連で体系的に収集する。 

 

３２３（憲 法） 

国の基本法であり、市民生活と深くかかわるので積極的に収集する。基本的人権、憲法９条など、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。 

 

３２３．９（行政法） 

入門書、概説書に留意する。時事性のある資料に留意する。 

 

３２４（民 法） 

体系的に収集する。市民生活と関わりの深い分野である契約法、親族法、相続法は、幅広く、かつ実用的な資料に

留意する。 

 

３２５（商 法） 

社会法、商行為法、保険法、手形法は、実用的な資料に留意する。 

 

３２６（刑法、刑事法） 

多様な観点、学説の資料を幅広く収集する。入門書、概説書に留意する。刑法改正、保安処分など時事性、話題性

のある資料に留意する。 

 

３２６．２（刑法各論．犯罪の類型） 

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。 

 

３２７（司法、訴訟手続法） 

実用的な資料を積極的に収集する。社会的に大きな話題を呼んだ訴訟の記録は収集する。 

 

３３１（経済学・経済思想） 

入門書・概説書・研究書・原典を体系的に幅広く収集する。様々な学説と主張が抗争している分野なので、多様な

観点に立つ多様な資料を収集する。新しい経済学の動向に留意する。 

 

３３２（経済史・事情．経済体制） 

日本及び世界の歴史・事情を知るために資料を幅広く収集する。最新事情は迅速に収集する。日本との関係、近親

性に留意する。 

 

３３３（経済政策．国際経済） 

経済援助、経済協力、南北問題を重視する。時事性、話題性のある資料に留意する。 



 

３３４（人口．土地．資源） 

時事性、話題性のある資料に留意する。基礎的データの資料に留意する。 

 

３３５（企業．経営） 

経営学の二大潮流であるアメリカ及びドイツの経営学に留意する。サラリーマン、中小企業主、自営業主のための

入門書、実用書は幅広く収集する。 

 

３３６（経営管理） 

入門書、実用書をはじめ幅広く収集する。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。事務

のＯＡ化や定年制など、時事性や話題性のある資料に留意する。 

 

３３７（貨幣．通貨） 

市民生活に関連が深いので、幅広く収集する。 

 

３３８（金融．銀行．信託） 

金融の自由化、国際化など最新の動向に留意する。利殖、投資は、実用書を収集する。サラ金問題も収集する。 

 

３３９（保 険） 

実用書を収集する。 

 

３４０（財 政） 

時事性、話題性のある資料について留意し、入門書、概説書を中心に収集する。 

 

３４５（租 税） 

税金などの実用書を幅広く収集する。時事性、話題性のある資料に留意する。 

 

３５０（統 計） 

基本的な統計類を継続して収集する。 

 

３６１（社会学） 

世論、マスコミ、マス・メディア、日本人論は、入門書から研究書まで幅広く収集する。特に世論マスコミ、マ

ス・メディアについては留意し、収集する。 

 

３６４（社会保障） 

新しい実用書を幅広く収集する。 

 

３６５（生活・消費問題） 

時事性、話題性のある資料に留意し収集する。 

 

３６６（労働経済．労働問題） 



多様な観点に立つ、多様な資料を収集する。単身赴任、定年制など時事性、話題性のある資料に留意する。婦人労

働問題は利用が多いので、幅広く収集する。就職案内や各種の資格、就職に役立つ資料を収集する。 

 

３６７（家族問題．男性・女性問題．老人問題） 

多様な観点に立つ、多様な思慮を幅広く収集する。 

 

３６８（社会病理） 

自殺、少年非行、覚醒剤など、時事性、話題性のある資料を幅広く収集する。 

 

３６９（社会福祉） 

時事性、話題性のある資料が多いので、幅広く収集する。特に婦人福祉、老人福祉、身障者福祉、身障者の自立、

難民問題、ボランティア活動、保育・保育所については積極的に収集する。 

 

３７０（教 育） 

常に社会的関心を集めている分野なので、多様な観点に立つ多様な資料を幅広く収集する。主要な講座・全集はも

れなく収集するように努める。ただし、一般教養的内容のもので、内容に多数の重複が考えられる資料は選択する。

古典や評価の高い人の個人全集及びユニークな研究課題をもった講座などは、ある程度専門的資料であっても収集す

る。 

 

３７１（教育学．教育思想） 

入門書、概説書、研究書、原典を体系的に収集する。多様な観点に立つ多様な資料を幅広く収集する。話題になっ

ている最新の資料について留意する。 

 

３７３（教育政策．教育制度．教育行財政） 

教育政策は、政争の焦点となりやすいので、多様な観点に立つ多様な資料を幅広く収集する。中教審等の答申など、

現政策にかかわる基本資料の収集に留意する。 

 

３７４（学校経営・管理．学校保健） 

多数の市民がかかわっているＰＴＡについての資料は、積極的に収集する。市民が父母としてかかわる運動会、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。 

 

３７５（教育課程．学習指導．教科別教育） 

市内の公立中学校の主要な教科書を収集する。学習指導要領も収集する。評論・研究書は、多様な観点に立つ多様

な資料を幅広く収集する。 

 

３７６（幼児・初等・中等教育） 

幼児教育、保育、学童保育は利用がおおいので、実用的な資料を中心に幅広く収集する。児童・青少年問題（376）

との関連で、積極的に収集する。時事性、話題性のある資料に留意する。 

 

３７７（大学．高等・専門教育．学術行政） 

時事性、話題性のあるものに留意する。学生運動は現代史資料としても利用されるので、多様な観点の資料を収集



する。 

 

３７８（障害児教育） 

積極的に収集する。実用的な資料を収集する。 

 

３７９（社会教育） 

話題になっている資料、最新の資料を収集する。専門家の著作だけでなく、他分野からの発言に留意し、ジャンル

としての広がりが持てるよう、多様な資料を幅広く収集する。しつけ、家庭教育は実用的な資料に留意する。幼児教

育・保育との関連に留意する。 

 

３８０（風俗習慣．民俗学．民族学） 

多様な資料を幅広く収集する。通過儀礼、冠婚葬祭に関する実用書は、目的別に幾通りかそろえる。 

 

３９０（国防．軍事） 

古典は多くないが揃える。559（兵器・軍事工学）、319（戦争と平和）、２類（戦史）、９類（ルポルタージュ）

などとの関係に留意する。記述が正確で冷静であれば、論争的なものでも歓迎する。 

自衛隊に関する資料は、多様な観点に立つ資料を幅広く収集する。国防政策（393）は軍事費、軍縮問題、時事性、

話題性のある資料を幅広く収集する。 

 

４ 類 自然科学（数学、理学、医学） 

自然科学はその進展が著しい分野なので、最新の情報を常に提供できるよう留意する。 

難易度は、大学の一般教養程度のものを中心とする。市民が自然科学全般及び主要な個別分野の状況を概観できる

ような入門書、概説書を中心に収集する。 

自然科学の最新の分野（例えば「バイオテクノロジー」など）について、わかりやすく書かれた本は、積極的に収

集する。 

 

４００（自然科学） 

科学哲学（401）科学史(420)科学評論（404）は、科学とは何かを知り、科学の歴史・現状として将来を考えるには

不可欠であるが、利用はあまり多いとはいえないので、代表的なものを収集する。 

科学の進歩につれて、考え方も変わってくるので、それに対応した蔵書構成に努める。自然科学全般にわたる事典

類のような基礎的資料は可能な限りそろえる。 

 

４１０（数 学） 

入門書、概説書を中心に体系的に収集する。 

 

４２０（物理学） 

入門書、概説書を中心に体系的に収集する。 

 

４３０（化 学） 

入門書、概説書を中心に体系的に収集する。物理化学、無機化学、有機化学等の基礎的なものは、実験の図書とも

に幅広く揃える。 



 

４４０（天文学．宇宙科学） 

入門書、概説書を中心に体系的に収集する。星座や星の写真集、天文観測などの分野の利用が多いが、それらの図

書だけでなく、星や宇宙の一生、天文の計算といったものなどを含めて、天文学の全体像を見渡せるような蔵書構成

に努める。 

 

４５０（地球科学．地学） 

気象学、地震学、地質学などの特定分野に偏らないように収集する。恐竜などの古生物は、利用の多い分野である

が、他の分野との関連、バランスも考えながら収集する。 

 

４６０（生物科学．一般生物学） 

この分野は、生命の起源、エコロジー、環境、バイオテクノロジーなどの問題によって脚光をあびている分野であ

る。それだけに新刊も少なくなく、時代に取り残されないような選書が必要である。 

 

４７０（植物学） 

植物図鑑は、初心者向け、中級者向け、専門的なものと、各利用者層にあったものを揃える。その際、著者・出版

社が実績を持ち、増版を重ねていることがキーポイントの一つである。また、写真集などに偏らないように、植物生

理学や分類学、生態学までを含めて収集する。 

 

４８０（動物学） 

図鑑については､470（植物）と同様である。ここでも読み物ばかりでなく、生理、生態、分類などを含む動物学の

図書についても一通りそろえる。 

 

４９０（医 学） 

入門書、概説書を中心に体系的に収集する。実用的な資料や闘病の記録は利用が多いので、幅広く収集する。 

 

５ 類 技術（工学、工業、家政学） 

科学技術はその進展が著しいので、最新の情報をつねに提供できるよう留意する。 

科学技術の最新の動向（例えば「光通信」など）について、わかりやすく書かれた資料は、積極的に収集する。趣

味や実用に役立つ資料は、積極的に収集する。 

専門家や学生向けにはある程度専門性が高い資料まで収集する。一般向けには、実用書など生活に密着したものを

重点的にする。実用書は、図版の多いものを入れ、多様に収集する。また、専門書と入門書・実用書との間の橋渡し

をするような図書が欠けることのないようにする。個々の図書は、最新の資料・情報に基づいて正確に書かれていな

ければならない。定評のある出版社の版を重ねた図書は、一定の水準を持っている。 

590（家政学・生活科学）を除く５類の蔵書はどこでも少なく、出版点数も多くなく、書評などで話題になることも

ないので、新刊・近刊情報には特に注意をはらい、新刊書を見落とさないようにする。技術工学書を出版する出版社

は限られているので、それらの出版社の目録をそろえる。 

５類は蔵書が古くなりやすいので、最新情報を必要とするものには、特に蔵書更新に心がけ、全蔵書の新鮮度を保

つようにする。 

 

５００（技術．工学） 



エネルギー問題や技術評論は積極的に収集する。特許・発明・意匠は、新しいものを入れる。 

 

５０７．９（科学玩具．模型工作） 

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幅広く収集する。 

 

５１０（建設工学．土木工学） 

公害、環境問題を重視して収集する。 

 

５１７（河海工学．河川工学） 

久茂地川等、河川汚染が問題になっている自治体の図書館として、河川行政、河川の汚染に関する資料は積極的に

収集する。 

 

５１８（衛生工学．都市工学） 

都市問題、地方自治との関連で積極的に収集する。市民生活に密接に関連するので、積極的に収集する。 

 

５１９（公害．環境問題） 

利用が多く、時事性、話題性が常にある分野なので、多様な観点に立つ多様な資料を幅広く収集する。 

 

５２０（建築学） 

流行にも留意し、蔵書更新につとめる。写真集や図集のシリーズも入れる。現代建築にも注意を払う。 

 

５２６（各種の建築） 

市民生活と密接な関係があるので、積極的に収集する。商店主のための実用的資料を幅広く収集する。 

 

５２７（住宅建築） 

利用が多いので、実用的な資料を幅広く収集する。 

 

５３７（自動車工学） 

利用が多いので、趣味や実用に役立つ資料を幅広く収集する。 

 

５３８（航空宇宙工学） 

航空ファンのための資料にも留意する。時事性、話題性のあるものを中心に、幅広く収集する。 

 

５３９（原子力工学） 

最新の資料に留意する。多様な観点に立つ多様な資料を幅広く収集する。 

 

５４０（電気工学） 

時事性、話題性のある分野なので、多様な観点に立つ多様な資料を幅広く収集する。趣味や実用に役立つ資料にも

留意する。 

 

５４３（発 電） 



最新の資料に留意する。 

 

５４７（通信工学．電気通信） 

アマチュア無線、オーディオ、テレビ、ＶＴＲなどヤングアダルトをはじめ誰でも読めるような資料を幅広く収集

する。 

 

５４８（情報工学） 

社会的関心を呼んでいるので、積極的に収集する。コンピュータの特定機種については、プログラムの汎用性を考

慮し、特定メーカーに偏らないようにしながら、利用の多いものを中心にそろえるようにする。 

 

５４９（電子工学） 

最新の資料に留意し、積極的に収集する。 

 

５５０（海洋工学．船舶工学） 

船舶ファンのための資料にも留意する。 

 

５５９（兵器．軍事工学） 

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。 

 

５６０～５７９（金属工学．石油．化粧品．合成洗剤） 

多様な観点に立つ多様な資料を幅広く収集する。最新の素材に留意する。 

 

５８０（製造工業） 

個人の利用にも役立つ資料を積極的に収集する。 

 

５９０～５９９（家政学．生活科学） 

一般的傾向に配慮し、実用書、概説書シリーズものなど、各種を積極的にそろえ、必要があれば複本を入れるなど

して、利用者の要求に応えるようにする。また、資料の消耗が激しいので、絶えず更新につとめ、常に新鮮な蔵書に

する。季節や流行にも注意を払い、質量ともに充実を図る。 

家庭電気、日曜大工（592）は、わかりやすい入門書・実用書を幅広く収集する。 

 

５９３（衣服．裁縫）・５９４（手芸）・５９６（食品．料理） 

590の中心をなす部分である。利用が多いので、複本を入れたり、シリーズものを揃えたりするなどして、利用者の

要求に応えるようにする。簡易製本のものが多く、利用も多いので、破損が多い。 

資料の更新を積極的に行う。季節や流行にも配慮し、配架などを工夫して利用者の便を図る。 

 

５９７（住居．家具調度） 

利用が多いので､527（住宅建築）との関連に気を付ける。図書以外の雑誌の増刊などにも気を配り、収集する。写

真の多い大型本が好まれるので,適宜揃える. 

 

５９８（家庭衛生）・５９９（育児） 



一通り揃えるようにする。598は490（医学）と、599は376（幼児教育）、379（家庭教育、しつけ）との関連に留意

する。 

 

６ 類 産業（農林水産業，商業，運輸，通信） 

この部門には、農林水産業（第一次産業）と商業（第二次産業）とが含まれているが、出版点数が少ないことが特

徴になっているので、利用が期待される分野を特に充実させ、利用実態を考慮しつつ基礎的なものや一部専門的なも

のなど適当な構成になるよう配慮する。 

 

６０２（産業史・事情．物産誌） 

産業社会の新しい動向について書かれた資料は、積極的に収集する。 

 

６１０（農 業） 

アフリカ飢餓など、今日的な関心の高い食糧問題や農村問題に重点を置く。 

 

６２０（園芸）・６２９（造園） 

利用が多いので、趣味や実用に役立つ資料を幅広く収集する。 

 

６３０（蚕糸業） 

かつて日本の主要な産業の一つであった事情をふまえ、参考図書はある程度必要である。 

 

６４０（畜産業） 

ペットの飼い方が主となる。６類の中では、620（園芸）とならんで利用が多い。犬、猫、鳥など愛玩動物の飼育に

関するものを数多く入れる。趣味や実用に役立つ資料を幅広く収集する。 

 

６５４（森林保護）・６５９（狩猟）・６６３（水産基礎学） 

自然保護に関する資料は、時事性、話題性があるので、積極的に収集する。 

 

６７０（商 業） 

商業英語・商業作文（670）は、実用に役立つ資料を収集する。商業政策（671）に留意する。商業経営・商店（67

3）は、実務に役立つ資料を幅広く収集する。不動産（673）は実用的な資料を収集する。 

広告（674）は、幅広く収集する。実用的な資料に留意する。広告を媒介とした新しい大衆論が注目されるので留意

する。時事的な資料に留意する。マーケティング(675）は、幅広く収集する。678（貿易）は、入門書、概説書を中心

に収集する。実用的な資料に留意する。 

 

６８１（交通政策・行政・経営） 

自治体問題との関連で収集する。実用的な資料を収集する。 

 

６８９（観光事業） 

実用的な資料を収集する。 

 

６９３（郵便．郵政事業） 



趣味に役立つ資料を幅広く収集する。 

 

６９４（電気通信事業） 

先端技術やその応用について分かりやすく書かれた資料は積極的に収集する。 

 

６９９（放送事業．テレビ．ラジオ） 

幅広く収集する。 

 

７ 類 芸術（美術，音楽，演劇，スポーツ，諸芸，娯楽） 

市民の教養・趣味・娯楽に役立つ資料を、鑑賞・研究と制作・実技等との両面にわたり、幅広く収集する。 

美術全集・画集・写真集・工芸名品集等は、基本的なものを中心にできるだけ幅広く収集する。 

趣味として手かげる人の多い分野については、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、幅広く収集する。 

市民の趣味・流行に留意し、新しい分野についての情報も迅速に提供できるように努める。また、利用の集中する

分野には、充分な量の資料を用意する。 

 

７０１（芸術理論．美学） 

基本的な資料を収集する。新しい理論に留意する。 

 

７０２（芸術史．美術史） 

利用が多いので、幅広く収集する。 

 

７０３．８（美術品目録） 

各種の美術展の目録は、資料として利用価値があるので収集する。 

 

７０４（論文集．評論集．講演集） 

時代を代表する評論、話題になった評論はもれなく収集する。 

 

７０８（叢書．全集．選集） 

積極的に収集する。軽装版も豊富に収集する。 

 

７１０～７３０（彫刻．絵画．版画） 

画集、作品集は積極的に収集する。作家研究は基本的資料を収集する。制作技法に関する資料は、入門書を中心に

幅広く収集する。 

 

７４０（写真）・７４８（写真集） 

初心者向きからある程度上級者向きまで収集する。機械及び技術に関する分野は、最新の情報を提供できるよう留

意する。写真集は評価の高い基本的なものを、できるだけ収集する。 

 

７４９（印 刷） 

シルクスクリーンなど一般向きの実用的資料を収集する。 



 

７５０（工 芸） 

各分野の基本的図書を市民の趣向に留意して収集する。 

陶芸、染色、織物、籐工芸、折り紙、革工芸、人形、その他趣味として手掛ける人のための初歩的技術書を中心に、

幅広い資料を収集する。流行に留意し、利用の多い分野には、充分な資料を用意する。 

 

７６０（音 楽） 

各ジャンルの基本図書を体系的に収集する。楽譜集、楽器演奏法、邦楽入門も留意し収集する。一枚物の楽譜は収

集しない。 

 

７６９（舞踏．バレエ） 

各ジャンルの基本書を体系的に収集する。 

 

７７０（演 劇） 

各ジャンルの基本図書を体系的に収集する。時事性、話題性のある資料に留意する。 

学校や地域で上演される各種の演劇、演劇運動に関する資料に留意する。 

児童劇、人形劇など、子供向けの演劇に関する資料にも留意して収集する。劇場プログラム等、資料として利用価

値があるものは、収集するように努める。 

 

７７８（映 画） 

利用が多いので、幅広く収集する。時事性、話題性のある資料に留意する。劇場プログラム等、資料として利用価

値があるものは、収集するように努める。 

 

７７９（大衆演芸） 

幅広く収集する。時事性、話題性のある資料に留意する。歌手、芸能人などのいわゆるタレントの本については、

タレントということを理由に排除しない。 

 

７８０（スポーツ．体育） 

各種目・各競技ごとに基本書をもれなく収集する。初心者向けの入門書に留意する。 

市民の趣向・流行にも留意し、新スポーツ（トライアスロン、ゲートボール、水上スポーツなど）に関する資料も

迅速に収集し、利用の多い分野には充分な了の資料を用意する。 

スポーツ団体、学校、社会教育団体等にも役立つ資料に留意する。 

プロ野球、大相撲、プロレス、スポーツを「観る」側からの資料も積極的に収集する。 

 

７８７（釣魚．狩猟） 

「つり」の図書は利用が特に多いので、冊数を増やすようにする。安易なものも多いので充分注意する。 

 

７８９（武 術） 

各主要流派のものは揃える。 

 

７９０～７９９（諸芸．娯楽） 



各分野の基本書を体系的に収集する。初心者向けの入門書、市民の趣向、流行に留意する。 

茶道、華道、囲碁、将棋、トランプ、麻雀、ダンス、フォーク・ダンスの分野は特に重点をおいて収集する。 

初級から上級まで、なるべく多様に収集するようにする。利用度が高く破損が多いので、資料の更新に心がける。 

 

８ 類 言 語 

市民の教養・学習・実用に役立つ資料を収集する。事典類はこの分野の核になるので、重点をおいて収集する。ま

た、必要なものは貸出もできるようにする。 

 

８０１（言語学） 

基本的な資料を体系的に収集する。 

 

８１０（日本語） 

日本語論は利用が多いので、幅広く収集する。 

 

８１３（辞 典） 

基本的なものはもれなく収集する。特殊辞典（類語、語源、古語、流行語等）も幅広く収集する。 

 

８１６（文書．文体．作文） 

実用に役立つ資料を幅広く収集する。 

 

８１８（方言．訛語） 

利用が多いので、入門書、概説書を中心に積極的に収集する。 

 

８２０～８９９（外国語．国際語） 

国際化時代を迎え、語学の要求は強いので、市民の学習と実用に役立つ資料を幅広く収集する。 

各国語の語学書は、もれないように留意する。 

 

８２０（中国語） 

姉妹都市福州市との関係もあるので、積極的に収集する。 

 

８３０（英 語） 

もっとも多く学ばれている外国語として、重点的に収集する。社会人向けの軽易な学習書や読み物にも留意する。 

英語に次いで広く学習されている、朝鮮語、独語、仏語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、エスペラント、に

ついては、○和辞典、和○辞典のほかに、その言語による国語辞典も収集し、辞典以外についても、基本的資料や一

般向けの軽易なものを積極的に収集する。 

その他の言語については、○和辞典、和○辞典、をはじめ基礎的な資料を収集する。○和辞典のない言語について

は、○英辞典等をできるだけ用意する。 

 

９ 類 文 学 

市民の関心がもっとも高く、また、もっとも利用の多い分野なので、各分野について豊富な資料を収集する。 

全集、作品集に入っている作品でも、利用が多く見込まれるもの、また、単行本・文庫本の形態の法が利用しやす



い作品については単行本・文庫本を複本として収集する。 

受賞作品や、話題になっている作品は、もれなく収集する。 

 

９０１（文学理論・作法）～９０７（研究．指導法．文学教育） 

文学理論書はやや専門的になるが、ある程度は必要である。世界文学の辞典など、参考図書にも配慮する。 

 

９０８（叢書．全集．選集） 

世界文学全集は、代表的なものを１セットは所蔵する。できれば複数そろえる。スタンダードな全集の外に、ＳＦ

全集・ミステリー全集のようなテーマを絞ったセットものを何点か揃える。 

 

９０９（児童文学研究） 

児童文学については、児童書との関連で、図書館員を含めて人々の関心が深い分野であり、充実をはかる。 

 

９１０（日本文学） 

代表的な近代・現代文学の作家論、作品論は一通り揃える。全体として日本文学が概観できるような蔵書構成にす

る。日本文学に関する参考図書も必要である。 

 

９１１（詩 歌） 

詩歌については根強い資料要求がある。各時代を代表する詩歌集・詩歌論は揃える。特に万葉集・古今和歌集など

の要求の高いものは、充実をはかる。近・現代の詩歌集も揃える。現代詩は、話題になった作品を落とさないように

する。詩歌の全集など、セットものがあると詩歌の世界が概観しやすい。なお、歳時記は何種か入れる。図版の多い

ものに留意する。短歌、俳句の作り方などの実用書も、利用が多いので考慮する。 

 

９１２（戯 曲） 

伝統的な戯曲資料を加えて、近年ではテレビのシナリオの出版が活発であり、利用も多いので充実させる。 

 

９１３（小説．物語）～９１６（記録．手記．ルポルタージュ） 

古典類に対する要求も根強い、代表的な「物語」「日記」などは、作品・作品論とも、一通り揃える。古典文学の

全集で古典類はかなりカバーできるので、全集は１セットは揃える。原典とともに、注釈書、対訳書、口語訳書など

も揃える。源氏物語のような日本文学を代表する作品には、いろいろな訳者が現代語訳を出しており、それ自体が文

学作品でもある。代表的な訳と思われるものを何点か揃える。 

 

９１３．６（近代小説） 

ここは９類の中心となるところである。充分な量を確保し、ポピュラーな作家・作品、ロングセラー、話題性のあ

る作品など充実させる。小説でベストセラーが生まれるとマスコミなどでも話題となるので、新聞広告、書評、出版

界のニュースなどに注意して、要求に対応するようにする。さらに、それだけでなく、蔵書全体の奥行きを深める努

力もする。 

 

９１４．６（近代の評論．エッセイ．随筆） 

９１５．６（近代の日記．書簡．紀行） 

近代小説と同様に、ポピュラーな作品群を中心に、裾野を広げられるように配慮する。 



 

９１６（記録．手記．ルポルタージュ） 

評価の定まった作品を中心に幅広く収集する。時事性、話題性のある作品に留意する。 

 

９１８（作品集・全集．選集） 

全集、双書は、根強い要求のある近代文学の作品を一通り揃えるのに便利である。日本文学全集は何種類も出版さ

れている。代表的なもの、利用の多いものを数セット置く。 

個人全集は代表的な作家を中心とする。館による分担を考える。 

 

９２０～９９０（外国文学） 

外国文学においては、利用の多い文学を充実させ、少数文学にも留意し見落とさないようにする。 

外国文学の作品は、翻訳されたものを収集するが、古典的な作品などは複数の作品が存在することがあるので、訳

者についても考慮する必要がある。 

外国文学の個人全集は、代表的な作家のものを中心に揃える。 

 

２ 郷土資料 ＜地域資料＞ 

 地域資料とは、「特定の地域で刊行あるいは生産され、また、その地域に関して記述されている資料」のことをいう。

那覇市立図書館における「特定地域」については、現在の那覇市あるいはかつて琉球国の王城の所在地であった首里、

古くからの交易都市那覇、織物と漁業の村であった小禄、純農村であった真和志、という個性的な村落の集合体である

という歴史的経緯、行政的経緯をふまえて、地域資料の地理的範囲を那覇市（旧那覇、旧首里、旧真和志、旧小禄）、

沖縄県全域、奄美諸島全域とする。 

 

（１）那覇市関係資料 

那覇市域に関する資料は、網羅的に収集する。那覇市の歴史、地理、地誌、自然等を扱ったもの（研究、記録、統

計、目録、索引、写真等）、那覇の人、那覇の事柄を取り扱ったもの、那覇に伝来することがらを扱ったもの（説話、

伝説、昔話、ことば、風俗、習慣等）。那覇を主要な舞台とするフィクション、ノンフィクション作品。那覇につい

て記述されている雑誌、パンフレット等。文化財 に関する資料、各図書館、博物館、等の発行した郷土資料目録等、

網羅的に収集する。複本も可能な 範囲で収集する。 

地域に関する民間出版物は、存在自体がつかみにくい場合が多いが、新聞の地方版などに目を配って、目にとまっ

たものについては、確実に収集する。一部那覇のことが記載されている資料の場合は 必要に応じて当該の部分のみ

を複製・製本して、郷土資料コーナーに配架する。 

（２）歴史的風土環境資料 

歴史的風土環境資料とは、那覇地域に特に強い関わりを持つ事項に関する資料をもって構成する。 

首里城、石畳、那覇港、末吉社壇、安里川、久茂地川、首里織、奥武山、等についての記述のある資料については

網羅的に収集する。 

（３）行政資料 

  那覇市の発行した資料。沖縄県内市町村要覧、総合計画、地図、都市計画、統計書、等の主要なものを収集する。 

（４）沖縄県、奄美地域資料 

  市民の利用が多いので、積極的に収集する。 

（５）類縁機関と連携資料 

  博物館、美術館、文化振興課、教育委員会文化課、情報公開センターなどの類縁機関と調整を図りながら、収集す



る。可能な限り複数の資料を収集して、保存するもの以外は貸出を行う。 

  那覇資料の充実は、資料に関する情報、寄贈、執筆者等あらゆる面で、市民及び関係機関の協力も仰ぐ。 

 

３ 参考図書 

 参考図書は、「記事の配列及び扱い方が通読されているようになっているのではなく、特定の情報記事が調べやすい

ようになっている図書」である。 

 市民の調査研究に役立つ参考図書は、積極的に収集する。参考図書は原則として貸出を行わないが、必要なものにつ

いては複本を用意して、貸出を行う。 

 

（１）辞典・事典・便覧・ハンドブック 

  利用度も高く、利用もしやすい基本参考資料である。 

多少の内容的重複はいとわず、類書があっても原則として全てを収集する。調査研究を充分に援助するには、資料

の厚みが不可欠であり、また、利用の集中を緩和させるためにも、類書を含めた網羅的な収集が必要である。必要な

ものは、貸出用複本も用意する。 

（２）書 誌 

  各種の書誌、図書目録、索引類を原則として全て収集する。蔵書目録については、沖縄県内は全て収集する。その

他は、地域性を考慮して、重点的に収集する。 

  専門図書館、公共図書館を問わず、地域的特性があり、収集にそれが反映しているところ、所蔵が豊富で、通常の

閲覧が可能なところは重点的に収集する。 

  書誌については、複本は原則として用意しない。 

（３）統計資料 

  国全体に及ぶ統計は、原則として全て収集する。都道府県及び政令都市の統計は、必要に応じて収集する。 

  地域に関係なく特殊な主題（例えば、スモン病、水俣病、基地問題など）を扱っている統計については、必要に応

じて収集する。複本は原則として用意しない。 

（４）年 鑑 

  原則として全て収集する。地域年鑑も可能な限り収集する。複本は、「沖縄年鑑」以外は用意しない。 

（５）白 書 

  各主題にわたり、基本的なものを全て収集する。必要なものは、貸出用複本も用意する。 

（６）人名録、団体名鑑 

  各種人名録や団体名鑑の類は、各主題にわたり、なるべく幅広く収集する。多少の内容的重複はいとわない。ただ

し、高価な資料が多いこと等も考慮し、利用が少ない分野、変化をほとんど示さない分野、類書が多数ある分野は、

購入及び購入頻度を調整しながら収集する。 

（７）地 図 

  一般地図帳は、世界及び全国の地図で、内容が新しく信用のおけるものを定期的に収集する。複本は用意しない。 

  市街図、観光地図は、全国主要都市、主要観光地のものを常備する。貸出用複本も用意する。 

  道路地図は、基本的な全国版を常備する。必要に応じ、別に貸出用複本も用意する。 

  地形図は、国土地理院20万分の１図、５万分の１図は必要に応じて収集する。２万５線分の１図については、必要

に応じて特殊地域（例、伊是名、伊平屋島）を収集する。原則として貸出用は用意しない。 

  主題図については、「日本国勢地図帳」を定期的に収集する。貸出用は用意しない。 

（８）官報、法令集 

  沖縄県、那覇市公報は収集し、製本して保存する。 



  法令集は、六法全書、現行日本法規集等、国の法規、規則等を網羅的に収録したものを収集する。 

  利用の多い特殊な主題の法令集は、わかりやすく（利用しやすく）編集されているものを重点的に収集する。 

  必要なものは、貸出用複本も用意する。 

（９）図 鑑 

  極端に特殊なものは避け、収録範囲の広いものを、類書にこだわらず、幅広く収集する。 

  利用の多いものは、貸出用複本も用意する。 

(10）電話帳 

  全国すべて（約380冊）の最新刊を収集する。複本は用意しない。 

  那覇市収録版のみ保存する。（那覇資料） 

(11）新聞縮刷版 

  縮刷版の出ている地元紙は、原則として全て収集する。貸出用複本は用意しない。 

  マイクロフィルムも必要に応じて収集する。 

(12）史料集・資料集 

  原則として一般資料として収集するが、参考図書的性格を持つ資料が多いので、幅広く収集する。 

  当館の特色の一つである「歴代宝案」等に関する資料はひきつづき収集し、また、利用の多い特殊な主題を扱って

いるものは、積極的に収集する。 

(13）文学全集 

  文学全集は、原則として一般資料として収集する。ただし、参考図書的に使用されることも予想されるので、管

理・保存に充分な注意が必要である。 

(14）ニューメディア案内 

  ニューメディアに関する情報資料は幅広く収集する。 

(15）その他の一般図書等で常置する必要のあるもの。 

  複本を用意し、参考図書とする。 

  ＊参考図書の選択・収集 

  ア 参考図書は、一般図書より高価なものが多い。また一度収集したものは長期にわたって使用するから、選択・

   収集にあたっては、参考図書の信頼性・構成・特色・形態について充分検討し、効果的かつ計画的な収集をする。 

   検討すべき一般的な留意事項は次のとおりであり、総合的に判断して選択する。 

  （ア）内容の信頼性 

    a 著者・編者（その資料に対して適任か、過去の業績はどうか） 

    b 出版社（業績などはどうか） 

    c 資料の最新性（出版年、改訂版、補遺などはどうなっているか） 

  （イ）構成・特色 

    a 範囲（主題・時代・地域はどうなっているか） 

    b 利用対象（一般人か専門研究者か、成人か学生か児童か） 

    c 記述（記述の順序は、五十音か、アルファベット順か、年代順か、地域純か、分類順か。五十音順（アルフ

ァベット）の場合は、大項目方式か、中項目方式か、小項目方式か） 

    d 検索手順（使いやすい索引がついているか、関連項目への参照は適切か） 

    e 挿入図、図表、統計、年表等は適切か 

  （ウ）形態 

    a 堅牢で耐久性があるか 

   b 紙質はどうか 



   c 活字の大きさはどうか、読みやすいか 

  （エ）類書と比較してどうか 

 

４ 雑誌・新聞 

(１）雑 誌 

  雑誌は、継続購入し、保存されることが望ましい。「那覇市立図書館逐次刊行物保存要綱」に基づき、計画的かつ

継続的に収集する。 

  一般雑誌は、利用者の様々な要求や興味に適切なものを収集する。学術雑誌や専門雑誌は、内容の正確さや新しい

情報が記録されているかどうかを留意し収集する。 

  政治的、宗教的、思想的背景を持つ雑誌については、一部のものに片寄ることなく、平等に受け入れる。 

  同一テーマ（主題）の雑誌（婦人、健康、カメラ等）は、各館調整して、多くのタイトルを有効に収集する。 

  出版社の雑誌に対する姿勢とその編集方針に注意して収集する。地域で発行される雑誌は、積極的に収集する。 

（２）新 聞 

  新聞は、政党新聞など主張の異なる新聞は、双方あるいは数種類収集することによって、公平を心がける。 

  ローカル紙、地域紙は、できるだけ収集する。その際、報道姿勢の信頼性、最新の情報記事の新鮮さ、記事の採択

範囲等に注意して収集する。 

  特に最新情報を必要とする分野の業界紙は、比較的発行部数の多いものを適宜収集する。 

  書評新聞は、できるだけ多く収集する。 

 

５ 視聴覚資料 

  市民に紙媒体を補う幅広い資料提供の一環として、視聴覚資料を次の視点において収集する。 

  なお、資料的価値・資料購入予算などを総合的に判断し収集するものとする。 

（１）収集にあたっては教養・娯楽・学習など多様な利用目的に対応できるよう幅広い分野より収集する。 

   また、視覚聴覚に障がいのある市民のニーズを考慮する。 

（２）郷土に関する視聴覚資料はジャンルを問わず網羅的に収集し、特段の配慮を図る。 

（３）収集する媒体は、メディアの多様化に対応し、提供・保管において耐久性に優れた資料を収集する。 

   当面は録音資料（ＣＤ）、映像資料（ＤＶＤ）とする。 

（４）著作権に留意して収集する。 

 

６ マイクロ資料等 

 必要に応じて収集する。 

（１）市販のマイクロ資料 

（２）マイクロ化を必要とする資料。 

  当館未所蔵で、マイクロ以外では収集が不可能な資料 

   ア 郷土に関する資料で必要とするもの。 

   イ その他必要と認めた資料。 

 

７ ヤング・アダルト資料 

なぜ青少年ではなくヤング・アダルト（若い大人）なのか、ヤング・アダルトは大人になりかけの子どもではなく

「若い大人」であるという視点に立ち、この世代を尊重する。そして、生まれたときからすでにテレビがあり、活字文

化だけでなくさまざまなメディアにかこまれて育っている彼らに対して、図書館は積極的に幅広い資料を収集する。 



 

（１）情報資料 

  情報化社会を迎え、多様なメディアを使いこなす若い人たちの知的欲求に応えるため、多様な資料を収集する。 

（２）図書資料 

  「今」という時に、様々な充足を求める若い人たちのために、生活や娯楽のための情報を主題とした図書を幅広く

収集する。 

  「青春の書」として、深い感銘を与え読み継がれた本、あるいは、現在の若い人に支持されている本、大人や教師

が若い人に薦めたい本などを収集して、豊かな読書の世界を紹介する。 

（３）絵本・まんが 

  若い人たちの知性、感性に応えられるすぐれた作品を収集する。 

  絵本は、原書の絵本も収集する。 

（４）ミニコミ 

  市内の若い人たちが発行したミニコミ誌は、できるだけ収集するように努める。 

  部活動の機関誌や、研究誌、卒業記念誌、各種サークルの機関誌、同人誌、自費出版等は可能な限り収集する。 

 

８ 児童図書 

 子どもの時代は書物に対する好みや質の感覚が養われる時である。この時代にふれる書物の影響は大人になってから

の読書にはない、深く永続的なものがある。 

 大人と違って、次代を担う可能性を秘めた子ども達に対して、その可能性を充分に発揮できるように、よく選ばれた

資料を用意する。良い本を選ぶ目は、長い間、子ども達から支持されている本を、たくさん読むことによって養われる。

また、子ども達の幅広い興味に対応できるよう、出版状況にも目を配ったり、さまざまな書評を 読んだりする必要が

ある。 

 幼児・児童・生徒のあらゆる興味に対応できるよう、幅広く資料を収集する。 

 各分野の評価の定まった資料「基本図書」は、もれなく、かつ充分な複本を揃えて収集する。 

 これらの基本図書は、日常的に維持・更新して欠本の生じないようにする。 

 （１）クラシックス 基本的な図書群 

 （２）スタンダード 現在出版されている本、将来アの群に入る可能性のある図書群 

 （３）スナッピングストーン どの子どもも好むというわけでもないが、特別この分野にも興味を持つので備え付け

る図書群 

 児童書・児童資料は、各ブック・リスト、書評等で高い評価を得ているものであっても、品切れ・ 絶版となるもの

が多数あるので、品切れ・絶版となった基本図書の保存に努める。 

 成人を対象とした、児童文学研究とその関連資料を収集する。 

 

（１）絵 本 

 ア 絵本全般 

  子どもの知的・情緒的経験を広げ、想像力を豊かに養うものを中心に、幅広く収集する。絵が文と一体となって展

開されていて、絵から物語がたどれるもの。絵に力があり、内容（絵の持つ雰囲気）に合っていて、読者を引き付け

るもの。オリジナリティーがあるもの。一貫した文体で語られているもの。子どもが理解できる表現をしているもの。

読んで面白いもの（楽しい、興味深）。古典・名作・昔話等を無理に対象年齢を下げて絵本化していないもの。明確

で簡潔な文章で書かれているもの。製本がしっかりしていて、こわれにくいもの。 

 イ 創作絵本 



  子どもの成長や発展をうながす前向きのもの。自分の経験を再現して楽しめるもの。また空想力を刺激し、物語に

参加できるもの。（主人公に共感できるもの） 

 ウ 初めて出会う絵本（赤ちゃん絵本） 

  初めて出会う絵本（赤ちゃん絵本）それはおもちゃであり、大人が子どもに読んであげる行為を通してスキンシッ

プを深めるものである。 

  一般的に赤ちゃん絵本というものは３歳以前の乳幼児が対象となる。それは３歳を境として急激に精神の発達がな

され、言語を受け入れられ、絵を見て実物をイメージ化することも空想することもできるようになるからである。そ

こで３歳以前、以後のものと区別されるのである。 

  選書にあたっては外見で ①小型版のもの（子どもが親しみやすい）。②こわれにくいもの（とくにしっかりした

もの）。内容では ①絵が込み入っていないもの。②明るい色調（色彩）③色と形が鮮明なもの。（幼年になるほど

中間色、彩度の低いものには親しみにくくなるので、高彩度・高色調が良い）④線の感じや色調の質感、内容と見合

った画調等、感覚的なものがよい。⑤ストーリーは日常生活をストレートに 表し楽しめるもの。⑥ことばはリズミ

カルな拍子があり、音の作り出す韻からくるものが心地よい。⑦乳幼児の関心と興味を集める身近な生活素材をもと

に、絵とことばの体験を通して大人と子どもがひとつの共有事例をはさんで共感関係を持ちながら、楽しい遊びと対

話へと誘うことが可能なもの。 

 エ 知識絵本 

  知識絵本の選書にあたっては、最新の正確な知識が書かれているもの。全体を通して主題の一貫性があるもの。関

連する事象は適切に取り上げられているもの。限られたページ数の中で、事実選択とその構成がよくできていて、作

者の意図するところがよくでているもの。 

  表面的な現象だけでなく、「なぜそうなのか」というようなその現象の背景が描かれていて、子どもが科学的な思

想を育てられるもの。 

（２）昔話・神話・伝説 

  昔話がもつ力･･･おもしろさ、不思議さ、美しさ、訴える力の強さ、民俗学の一分野としてではなく、子どもの文学

としての昔話を積極的に位置づけ、収集する。 

  各国、各地方の資料を幅広く収集する。 

  選書にあたっては、昔話特有のしっかりした構成を備えているもの。昔話の持っている主題、筋運び、人物像が正

しくとらえられているもの。極端に要約されていないもの。残酷な部分や、教育上・道徳上好ましくないと思われる

部分を勝手に削ったり、書き換えていないもの。 

  ＊残酷な場面は、抽象化された表現によって、決して受け手に生々しい嫌悪感を与えるものではない。 

  ＊昔話は「悪は滅ばされる」という原則を持っており、それによって子どもは納得し、安心する。 

  文体や挿絵については、リズミカルな昔話独特の語り口が生かされているもの。擬態語・擬声語を効果的に使い、

イメージをより豊かにしているもの。方言がうまく使われているもの。（子どもが聞いて面白く、おはなしの持つ風

土、雰囲気が出ているもの。） 

  挿絵は、話の持つ風土、雰囲気をあらわしているもの。 

  ＊昔話絵本について 

   昔話は本来耳から聞くものなので、絵が話のイメージを固定してしまうこともあるが、また絵が子どもの想像力

  を刺激したり、子どもが、昔話の中に出てくる知らないものを絵によって理解できることもある。 

（３）児童文学 

  児童文学は、豊かな想像力を養えるもの、子どもの裾野を広げて、より高度な読書の世界へと誘えるものを中心に

幅広く収集する。 

ア 児童文学全般 



  筋運びが独創的で起承転結があり、ぐいぐい話の中に引き込まれるもの。登場人物が生き生きとして明確であり、

子どもが共感できるもの。作者の言いたいことが子どもにわかるように書いてあるもの。不自然な飛躍や省略がなく、

結末がはぐらかされず、子どもが読み終わって満足できるもの。 

  状況設定が暗くても前向きに書かれていて、明日に希望と勇気を持たせてくれるもの。また、子どもの成長を促す

もの。 

  挿絵が文章と一体になって、イメージを膨らませる手助けになっているもの。 

  ことばが美しく、簡潔な文章で書かれているもの。 

イ 幼年文学 

   楽しい世界が展開し、子どもが同化できるもの。 

ウ リアリズム児童文学 

  リアリズム児童文学は、子どもの日常生活について書かれているもので、範囲が広く、家庭・学校についての作品

から、現代の社会問題（離婚・老人問題・障害者問題・登校拒否・戦争・死・単身赴任等）を扱った作品が入る。し

かし現実そのままを伝えるのではなく、多少のフィクションを交えて児童向けに書かれているもの。 

  選書にあたっては、子どもの成長過程で誰でも出会うさまざまな出来事を扱ったもので、子どもが共感できて、納

得できるもの。子どもだけでは解決できない社会問題を扱った作品でも、作者の言いたいことが、誠実に書かれてお

り、そして読んだ後に希望と勇気を持たせてくれるもの。 

エ ファンタジー 

  すぐれたファンタジーに必要な条件としての、非現実の世界にリアリティーがあるか、非現実の世界がありありと

見えるように描かれているか、非現実と現実の世界との行き来が不自然でないか、ストーリーの展開がすぐれている

か、読者が興味を持って読みすすめるか、面白いか、読者に納得のいく形で展開されているか。登場人物が生き生き

と描かれているかに留意し、収集する。 

オ Ｓ．Ｆ（サイエンス・フィクション） 

  Ｓ・Ｆ文学は、理論的な科学的知識に基づいて作られるべきである。しかし、その科学的知識が、未来において実

現可能かどうか、あるいは、現在の科学から見れば誤りであるというのは、問題にしない。 

  イメージのサポートとなるので、挿絵は特に本文にふさわしいもの、アイデアの面白いものに留意する。 

  ＊子どもに人気のあるＳＦ的手法（タイムマシン、ロボット、ロケットなど）を取り入れて、安易な興味をそそる

ようにしてあるものもあるので、注意する。 

カ 推理 

  推理課程が安易でないもの。登場人物に魅力があること。 

（４）古典名作 

ア 日本の古典 

  古典にふれたいという子どもの要求を満たすために、１シリーズは蔵書としておく。 

  原典のストーリーの展開が、子どもにとって無理なく理解でき、おもしろいもの。原典への興味をそそるような解

説のあるもの。 

イ 外国の古典名作 

 できるだけ完訳版がのぞましく、あきらかに原作を改ざんしたものは蔵書としない。 

（５）ノンフィクション 

ア ノンフィクション全般 

  科学への興味を呼び起こし、科学的な考え方やものの見方を育て、将来へ向けて子どもの視野を広げる資料を収集

する。幼児から中学生までの、知識・学習・趣味・娯楽に役立つ資料を収集する。利用が集中する分野は、充分な複

本を揃える。 



イ 百科事典・年鑑 

  様々な構成のもの。（例、五十音、教科別、主題別等。）体系的に編集されているもの。索引が充実していて、項

目が引きやすいもの。（例、人物別、時代別、五十音別、等） 

ウ 生き方を考える 

  出版点数が少ないが、わかりやすい哲学、倫理、思想、宗教の資料を収集する。子どもたちの悩みに答えられる人

生論や心理の資料を収集する。 

エ 伝 記 

  秘伝者の行動や業績が歴史的、社会的背景の中で描かれているもの。秘伝者の生活や人間性が、多面的に描かれて

いるもの。 

  より多くの人物に、多様な観点からアプローチできるように幅広く収集する。 

  幼年向け伝記は、評価の分かれるところであるが、利用状況に応じて収集する。 

  伝記に対する要求は、低学年から出てくるが、特に低学年向けのものは、安易に書かれている場合が多いので、留

意する。 

オ 歴 史 

  歴史の本は、科学的で正確な史実に基づいているか。歴史の大きな流れを把握しているか。歴史への興味を喚起し

ているか。出典や根拠は確かか。資料、参考文献の紹介があるか。年表、索引、図表は適切かに留意する。 

カ 地 理 

  各地の特色のある産業や伝統工業については利用が多いので収集に留意する。修学旅行に役立つ旅行案内等も収集

する。探検記は積極的に収集する。 

キ 社会科学 

  子どもの社会に対する見方を広げ深める資料を体系的に収集する。社会科学習に役立つ資料を収集する。 

  社会の新しい動向について記述されている資料に留意する。意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資

料を幅広く収集する。 

ク 自然科学 

  子どもに科学的なものの見方、考え方を育てる資料を基本に体系的に収集する。 

  科学・技術の進歩に合わせ、内容の新しさに充分留意する。子どもの旺盛な知識欲にこたえられるよう幅広い多様

なテーマの資料を収集する。自然に対する興味や関心を深め、子どもと自然とのふれ あいの手引きとなるような資

料を収集する。 

  子どもの発達段階に応じた資料を揃える。 

ケ 技術・家庭 

  子ども達に知的刺激を与え、創造や製作への意欲を高めるような、科学技術をその応用について、わかりやすく書

かれた資料を収集する。 

  社会科、理科、技術、家庭科の学習に役立つ資料を収集する。工作や理科、手芸等の分野では、子ども達が心から

楽しみ遊べるような娯楽性、実用性の高い資料を収集する。 

  科学技術の進展に合わせ、新しい内容の資料に留意する。 

コ 産 業 

  特に社会科学習と大きくかかわり、レファレンスの多い分野なので、強化学習に役立つ多様な資料を収集する。 

  ペットの飼い方や草花の栽培は、実用性の高い資料を収集する。情報化社会など、産業界の新しい動向にふれた資

料に留意する。 

サ 芸術・スポーツ 

  各分野の基本書を体系的に収集する。子ども達が心から楽しみ遊べるような、娯楽性、実用性の高い資料を収集す



る。 

  子ども達の趣向や流行に留意し、最新情報を提供できるよう資料を収集する。図版、写真、イラストを使用した資

料に留意する。 

  スポーツは必要に応じて複本を用意する。 

シ ことば 

  ことばを正しく理解し、表現することを目的とするものに留意する。わかりやすい表現で、興味深く学べるものに

留意し収集する。 

  利用の多い資料は複本を用意する。 

 

９ 紙芝居 

 紙芝居は絵本と異なる魅力を持っている。 

 一冊の絵本がひとりの成果になるのに対し、一組の紙芝居は多数の子ども達を一挙にその世界に引き込むことができ

る。子どもは紙芝居を演じてもらうのも、自分で演じるのも好きである。 

 紙芝居は、子どもに大きな影響力を持っているといえるが、紙芝居の出版点数はまだそれほど多くない。 

 紙芝居の「ぬく」という性質を充分生かしたもの、画面の絵と語られる文が調和しているもの、子どもの生活に密着

した題材を扱ったもの。子どもの想像の世界を広げられるもの、等に留意して幅広く収集する。 

 すぐれた紙芝居については、充分な複本を用意する。 

 

10 マンガ 

 マンガの出版量は膨大であり、今や人々の生活の中に深くかかわっている。内容も良いものがたくさんあり、文化の

一メディアとして無視し得ない。図書館として、良いマンガは受け入れ、提供するように努める。 

 マンガは、充分配慮しつつ、次の選択基準で資料を収集する。 

（１）絵画性の良さ        （２）素材の良さ 

（３）アイデアの新しさ      （４）テーマからくる思想性の豊かさ 

（５）マンガ独自のもつユーモア  （６）あたたかい情感 

（７）マンガ独自の批判精神    （８）よりよい文章表現 

 

11 郷土資料 

 必要な郷土資料は積極的に収集する。 

 

12 寄贈図書 

 寄贈図書の受入は、この収集方針に基づく。 

(１）この収集方針上必要と認められたるものは、受け入れる。 

(２）特殊コレクションとして、一般図書に繰り込まない方が望ましいものは、別に一括して利用する。 

(３）この収集方針上必要度は低いが、保存することが望ましいと考えられる資料は、諸事情を検討の上、受け入れる。 

(４）この蔵書構成からかけ離れた特殊なものは受け入れない。 

(５）資料的価値の低いものは受け入れない。 

 

13 リクエスト本 

 リクエストを受けた本の取扱いについては、この収集方針に基づき受入をする。 


