
図書館の歴史、図書館のいろいろ 　

図書館この素晴らしき世界 藤野　幸雄／著 勉誠出版 2008 010

星﨑記念館開館五十周年記念誌　星﨑記念館の５０年を振り返って 小田原市教育委員会図書館小田原市教育委 2010 Ｋ 010.2

図書及び図書館史　（ＪＬＡ図書館情報学テキストシリーズ） 小黒　浩司／編著 日本図書館協会 2010 010.2

図書館マスターガイド　最新版！！ キョーハンブッ 2009 010.2

図書館愛書家の楽園 アルベルト・マングェル／著 白水社 2008 010.2

未来をつくろう！図書館で 神奈川の図書館を考えるつどい／編 読書工房 2008 Ｋ 010.2

図書館人物伝　図書館を育てた２０人の功績と生涯　 日本図書館文化史研究会／著 日外アソシエー 2007 010.2

図書館の興亡　古代アレクサンドリアから現代まで マシュー・バトルズ／著 草思社 2004 010.2

神奈川県の図書館 石井　敬士／著 東京堂出版 2000 Ｋ 010.2

アレクサンドリア図書館の謎　古代の知の宝庫を読み解く ルチャーノ・カンフォラ 工作舎 1999 010.2

図書館の歴史　（日外教養選書） 藤野幸雄／著 日外アソシエー 1994 010.2

小田原図書館五十年史 小田原市立図書館／編 小田原市立図書 1983 Ｋ 010.2

図書館・アーカイブズとは何か　（別冊環） 粕谷　一希／〔ほか著〕 藤原書店 2008 010.4

読書と図書館　（図書館の最前線） 大串　夏身／編著 青弓社 2008 010.4

図書館読本　（別冊本の雑誌　１３） 本の雑誌編集部　編集 本の雑誌社 2000 010.4

図書館一代　（小田原市立図書館叢書　３） 石井　富之助／著 小田原市立図書 1987 Ｋ 010.4

図書館法と現代の図書館 塩見　昇／編著 日本図書館協会 2001 011.2

図書館でこんにちは　本に出会い、人に出会える楽しい場所へ　 近江　哲史／著 日外アソシエー 2007 015

図書館力をつけよう　憩いの場を拡げ、学びを深めるために 近江　哲史／著 日外アソシエー 2005 015

図書館と著作権　（インターネット時代の図書館情報学叢書） 名和　小太郎／編 日本図書館協会 2005 015

図書館に行ってくるよ　シニア世代のライフワーク探し 近江　哲史／著 日外アソシエー 2003 015

図書館で考える道徳　書き込み被害をめぐって 諸橋　孝一／著 鳥影社 2001 015

図書館の発見　新版（ＮＨＫブックス） 前川　恒雄／著 日本放送出版協 2006 016.2

図書館を遊ぶ　エンターテインメント空間を求めて 渡部　幹雄／著 新評論 2003 016.2

本と図書館の歴史　ラクダの移動図書館から電子書籍まで モーリーン・サワ／文 西村書店 2010 児 010

めざせ！キッズ・ライブラリアン　図書館が大好きになる　１　図書館のヒミツ 二村　健／監修 鈴木出版 2010 児 010

めざせ！キッズ・ライブラリアン　図書館が大好きになる　２　エンジョイ！図書館 二村　健／監修 鈴木出版 2010 児 010

めざせ！キッズ・ライブラリアン　図書館が大好きになる　３　ようこそ、ぼくらの図書館へ！ 二村　健／監修 鈴木出版 2010 児 010

図書館って、どんなところなの？　（図書館へいこう！①） 赤木　かん子／文 ポプラ社 2007 児 010

Ｋ …郷土資料

児 …児童書
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書名 著者名

＊＊ インターネットから本の予約ができます！ ＊＊

出版社 請求記号

 『本と図書館の歴史  
  ラクダの移動図書館から電子書籍まで』 

     モーリーン・サワ／文                                        

     ビル・スレイヴィン／絵    

 『図書館のプロが伝える                       
        調査のツボ』 
    高田 高史／編著       
       柏書房 

人々はどのように文字を記し、保存
してきたのか。古代図書館から電子
図書館までさまざまな図書館の役割
を、わかりやすく紹介しています。 
 

図書館のレファレンスサービスと
は？知りたい情報を広く深く探すた
めのノウハウとは？調べ学習、レ
ポート作成から、インターネット検
索のコツまで、図書館を活用するツ
ボを教えます。 

図書館で本を探したり、調べものをするときのコツや、図書館の歴史・・・、
図書館のことをもっと知って、利用しましょう！                       



出版年書名 著者名 出版社 請求記号

図書館で調べる

自分で調べる技術　市民のための調査入門　（岩波アクティブ新書）宮内　泰介／著 岩波書店 2004 S 002.7

調べる力　いまどきネットだけじゃ、隣と同じ！ 関沢　英彦／著 アスカ・エフ・プロダクツ 2010 007.5

図書館を使う　（図書館・情報メディア双書　１２） 遠藤　卓郎　編 勉誠出版 1999 010.4

図書館利用の達人　インターネット時代を勝ち抜く 久慈　力／著 現代書館 2008 015

使えるレファ本１５０選　（ちくま新書） 日垣　隆／著 筑摩書房 2006 S 015.2

図書館を使い倒す！　ネットではできない資料探しの「技」と「コツ」（新潮新書） 千野　信浩／著 新潮社 2005 S 015

図書館に訊け！　（ちくま新書） 井上　真琴／著 筑摩書房 2004 S 015

図書館活用術　探す・調べる・知る・学ぶ　新訂 藤田　節子／著 日外アソシエーツ 2002 015

まちの図書館でしらべる 『まちの図書館でしらべる編集委員会』／編 柏書房 2002 015

図書館で使える情報源と情報サービス 木本　幸子／著 日外アソシエーツ 2010 015.2

図書館のプロが伝える調査のツボ 高田　高史／編著 柏書房 2009 015.2

図書館が教えてくれた発想法 高田　高史／著 柏書房 2007 015.2

図書館のプロが教える〈調べるコツ〉　誰でも使えるレファレンス・サービス事例集 浅野　高史／著 柏書房 2006 015.2

図書館で出会える１００冊　（岩波ジュニア新書） 田中　共子／著 岩波書店 2009 YA
S 019.5

先生と司書が選んだ調べるための本　小学校社会科で活用できる学校図書館コレクション 鎌田　和宏／編・著 少年写真新聞社 2008 375.3

シリーズわくわく図書館　１　本のせかいへ アリス館 2010 児 010

シリーズわくわく図書館　２　図書館ってどんなところ アリス館 2010 児 010

シリーズわくわく図書館　３　図書館でしらべよう アリス館 2010 児 010

シリーズわくわく図書館　4　 夢の図書館　こどもでつくろう アリス館 2010 児 010

シリーズわくわく図書館　5　図書館ってすごい アリス館 2010 児 010

本のさがし方がわかる事典　図書館の達人！ 金中　利和／監修 ＰＨＰ研究所 2007 児 014

本って、どうやって探したらいいの？　（図書館へいこう！②） 赤木　かん子／文 ポプラ社 2007 児 014

テーマって…どうやってきめるの？　（図書館へいこう！③） 赤木　かん子／文 ポプラ社 2007 児 015

海外の図書館

白夜（はくや）の国の図書館　ｐａｒｔ　２　（ＬＰＤシリーズ　７）図書館計画施設研究所／編リブリオ出版 1996 010.2

白夜の国の図書館　Ｐａｒｔ　３　（ＬＰＤシリーズ　８） 図書館計画施設研究所　編リブリオ出版 1998 010.2

大英図書館　秘蔵コレクションとその歴史 ニコラス・バーカー／共同ミュージアム図書 1996 016.1

ボストン市立図書館１００年史　栄光，挫折，再生 ウォルター・ホワイトヒル日本図書館協会 1999 016.2

カナダの図書館　住民が運営する住民のための図書館 西川　馨／編 日本図書館協会 2000 016.2

オランダ・ベルギーの図書館　独自の全国ネットワーク・システムを訪ねて 西川　馨／編 教育史料出版会 2004 010.2

シンガポールの図書館政策　情報先進国をめざして ラス・ラマチャンドラン／日本図書館協会 2009 011.1

図書館ラクダがやってくる　子どもたちに本をとどける世界の活動 マーグリート・ルアーズ／さ・え・ら書房 2010 児 015

電子書籍について

電子書籍の可能性と課題がよ～くわかる本 高橋　暁子／著 秀和システム 2010 023

ブックビジネス２．０　ウェブ時代の新しい本の生態系 岡本　真／編著 実業之日本社 2010 023

電子書籍の時代は本当に来るのか　（ちくま新書） 歌田　明弘／著 筑摩書房 2010 S 023

Ｋｉｎｄｌｅ解体新書　驚異の携帯端末活用法のすべて スティーブン・ウィンドウ日経ＢＰ社 2010 023

電子書籍のつくり方・売り方　ｅＰｕｂ・ＰＤＦからＡｐｐＳｔｏｒｅでの登録・販売まで 小島　孝治／著 日本実業出版社 2010 023

電子本をバカにするなかれ　書物史の第三の革命 津野　海太郎／著 国書刊行会 2010 020.2

徹底活用「オンライン読書」の挑戦 津野　海太郎／編 晶文社 2000 023

図書館が登場する作品

悪魔に魅入られた本の城　（シリーズ愛書・探書・蔵書） オリヴィエーロ・ディリベルト／著 晶文社 2004 24.9

図書館ねこデューイ　町を幸せにしたトラねこの物語 ヴィッキー・マイロン／著早川書房 2008 645.6

図書館の女王を捜して 新井　千裕／著 講談社 2009

図書館戦争 有川　浩／著 メディアワークス 2006 913.6

図書館内乱 有川　浩／著 メディアワークス 2006 913.6

図書館危機 有川　浩／著 メディアワークス 2007 913.6

図書館革命 有川　浩／著 メディアワークス 2007 913.6

別冊図書館戦争　１ 有川　浩／著 メディアワークス 2008 913.6

別冊図書館戦争　２ 有川　浩／著 メディアワークス 2008 913.6

おさがしの本は 門井　慶喜／著 光文社 2009 913.6

ビューティフル・ネーム 鷺沢　萠／〔著〕 新潮社 2004 913.6

図書館の水脈　（ダ・ヴィンチブックス） 竹内　真／著 メディアファクトリー 2004 913.6

犬と鴉　悲しみで腹を満たせ 田中　慎弥／著 講談社 2009 913.6

廃墟建築士 三崎　亜記／著 集英社 2009 913.6

れんげ野原のまんなかで　（ミステリ・フロンティア） 森谷　明子／著 東京創元社 2005 913.6

海辺のカフカ　上・下 村上　春樹／〔著〕 新潮社 2002 913.6

ふしぎな図書館 村上　春樹／文 講談社 2005 913.6

図書室の海 恩田　陸／〔著〕 新潮社 2002 913.6

ぼくは落ち着きがない 長嶋　有／著 光文社 2008 913.6

ぼくらの館長さん　子ども図書館物語　（みんなで話しあおう！にんげん発見シリーズ） 伊藤　始／作 金の星社 1998 913

つづきの図書館 柏葉　幸子／作 講談社 2010 913

晴れた日は図書館へいこう　（文学の森） 緑川　聖司／作 小峰書店 2003 913

ちょっとした奇跡　晴れた日は図書館へいこう　２　（文学の散歩道）緑川　聖司／作 小峰書店 2010 913

S …新書
Y …ヤングアダルト
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913.6 アライ


