
もっと詳しく！

図書館視聴覚資料の探しかた講座
埼玉県立熊谷図書館 視聴覚資料・図書館振興担当

VOICE VOX:春日部つむぎ



講座内容

▪ 県立図書館所蔵の視聴覚資料について

▪ 視聴覚資料の探しかた

▪ もっと詳しく！視聴覚資料の探しかた

▪ おまけ



県立図書館所蔵の
視聴覚資料について



県立図書館に所蔵してある
視聴覚資料は全部で7種類



ー種類ー

◼音声資料

• レコード

• カセットテープ

• CD

◼映像資料

• 16ミリフィルム

• ビデオテープ

• ビデオディスク

• DVD

県立図書館所蔵の視聴覚資料について



ーレコードー

県立図書館所蔵の視聴覚資料について

演奏などを録音し、レコードプレーヤーによって再生する音盤。
（『岩波 国語辞典 第8版』(2019)）

所蔵数 16,345点

『埼玉県立図書館所蔵レコード目録』あり
（https://www.lib.pref.saitama.jp/collection/avmedia/RecordCatalog.html）

（令和4年4月1日現在）

外部書庫に保存



ー余談・レコード鑑賞会ー

県立図書館所蔵の視聴覚資料について

• 県立図書館所蔵のレコードからテーマに
沿ったものをセレクト

• 職員の解説付き

○ 近年のテーマ 〇

2020年度 音楽でたどるアメリカ史

黒人霊歌からJAZZへ

2021年度 眠れなかった時代

ニュー・ミュージックの衝撃

2022年度 古典派のめざめ

-Zeitlose Musik Heidens-



ーカセットテープー

県立図書館所蔵の視聴覚資料について

記録メディアとしての磁気テープと、テープの送出用・巻き取
り用の二つのリール（巻き枠、ハブともいう）などを一つの
ケースに収めてカセット状にしたものをいう。

（『日本大百科全書』(2019)）

所蔵数 2,362点

外部書庫に保存

（令和4年4月1日現在）



ーCDー

県立図書館所蔵の視聴覚資料について

デジタル化した音楽・画像・文字などの情報を記録する
光ディスク。コンパクト・ディスク。

（『岩波 国語辞典 第8版』(2019)）

所蔵数 熊谷図書館：14,377点
久喜図書館：7,727点
合計：22,104点

（令和4年4月1日現在）



ーCDの内訳ー

■熊谷

クラシック

邦楽

落語

朗読 など

県立図書館所蔵の視聴覚資料について

■久喜

ポップス

ジャズ

ロック

映画音楽 など



ー16ミリフィルムー

県立図書館所蔵の視聴覚資料について

主に映画に使う十六ミリの幅のフィルム
（『岩波 国語辞典 第8版』(2019)）

所蔵数 4,464点

一部分野別一覧あり
（https://www.lib.pref.saitama.jp/collection/forgroups/16mm/16mm-
index.html）

外部書庫に保存

（令和4年4月1日現在）



ー余談・16ミリ映写機技術講習会ー

• 16ミリ映写機の操作技術を身に付け、活用できる
人材を育成し、16ミリ映画フィルムの利用促進を
図るために実施

• 開催時期は例年6月頃

⚠受講できるのは上映会を実施する機関・
団体(県内所在)に所属する方のみ！

県立図書館所蔵の視聴覚資料について



ービデオテープー

県立図書館所蔵の視聴覚資料について

画像と音声の信号を記録する磁気テープ。
（『岩波 国語辞典 第8版』(2019)）

所蔵数 熊谷図書館：3,930点
久喜図書館：1,613点
合計：5,543点

（令和4年4月1日現在）



ービデオディスクー

県立図書館所蔵の視聴覚資料について

ビデオディスク=レーザーディスク

映画などを収録し、レーザーを用いて再生するディスク。LD。
（『岩波 国語辞典 第8版』(2019)）

所蔵数 熊谷図書館：947点
久喜図書館：217点
合計：1,164点

館内利用のみ

視聴ブースで利用

（令和4年4月1日現在）



ーDVDー

県立図書館所蔵の視聴覚資料について

デジタル化したデータの記録媒体である光ディスクの一種。
CDと同じ直径一二センチで、映像・音声情報などを大量に記録
できる。

（『岩波 国語辞典 第8版』(2019)）

所蔵数 熊谷図書館：1,915点
久喜図書館：1,390点
合計：3,305点

（令和4年4月1日現在）



ーDVDの内訳ー

■熊谷

宗教

歴史

社会科学

産業 など

県立図書館所蔵の視聴覚資料について

■久喜

自然科学

芸術

劇映画

アニメ など



ー違いー

県立図書館所蔵の視聴覚資料について

皆さんが購入されるDVDと図書館で購入しているDVD
その違いは？

ー取扱注意ー

値段！

資料は丁寧に御利用いただくようお願いいたします。



ー余談・映画会ー

県立図書館所蔵の視聴覚資料について

• 県立図書館所蔵の映像資料の中から厳選した作品
を上映

• 熊谷図書館・久喜図書館それぞれで毎週1回開催
（基本的には金曜日）

〇 映画会の種類 〇

名作映画鑑賞会…劇映画作品

郷土に親しむ映画会…埼玉に関する作品

金曜（木曜）映画会…教養作品など

夏休み・冬休み・春休み映画会…アニメ作品



視聴覚資料の探しかた



ー検索ー

↑埼玉県立図書館ウェブサイト（https://www.lib.pref.saitama.jp/）

視聴覚資料の探しかた



ーキーワード検索ー

視聴覚資料の探しかた

キーワードから探す

【例】
• 曲名
• アルバム名
• 作品名
• アーティストの名前
• 指揮者の名前
• 作曲家の名前 など



ー詳細検索ー

様々な情報を
組み合わせて探す

詳細検索

視聴覚資料の探しかた



ー詳細検索ー

♪ ソート条件を選択

【出版年】
降順…新→古
昇順…古→新

【タイトル・著者】
降順…50音順逆
昇順…50音順

♪ 資料種を選択

➢ CD資料を探したい時
□CD→☑CD

➢ DVD資料を探したい時
□DVD→☑DVD

➢ その他視聴覚資料を
探したい時

□その他視聴覚
→☑その他視聴覚

♪ 所蔵館を選択

視聴覚資料の探しかた



ー詳細検索ー

視聴覚資料の探しかた



ー詳細検索ー

▪ タイトル

▪ 著者

▪ 一般件名

▪ 出版者

▪ キーワード

▪ 個人件名

視聴覚資料の探しかた



ー詳細検索ー

視聴覚資料の探しかた



ー詳細検索ー

• タイトル
• 著者
• 一般件名
• 出版者

• キーワード
• 個人件名

• 分類
• 出版年 など+結果の

表示方法+

視聴覚資料の探しかた



もっと詳しく！
視聴覚資料の探しかた



ー詳細検索プラスー

もっと詳しく！視聴覚資料の探しかた

項目は全部で7個

★ 分類
★ 出版年
• 巻次/巻号

• ISBN/ISSN
★ 資料コード

• 言語区分
★ 請求記号



ー詳細検索プラス【プラス項目】ー

もっと詳しく！視聴覚資料の探しかた

◼補足項目

◼単独検索項目



ー詳細検索プラス【分類】ー

該当する分類を入力して検索。

音声資料と映像資料で使っている分類が異なる。

・ 映像資料…NDC分類（日本十進分類法）

・ 音声資料…NHK分類

もっと詳しく！視聴覚資料の探しかた

♪ こんな時におすすめ ♪

✓作品内容で検索したい時

✓演奏楽器で検索したい時 など

※カセットテープのみ一部NDC分類を使用。



ー詳細検索プラス【分類】ー

NDC分類とは……

もっと詳しく！視聴覚資料の探しかた

埼玉県立図書館WEBページ「映像資料分類法」参照

https://www.lib.pref.saitama.jp/collection/bunrui/bunrui-eizo/bunrui-eizo-1-2.html

0類…総記

1類…哲学・宗教

2類…歴史・地理

3類…社会科学

4類…自然科学

5類…技術・工学

6類…産業

7類…芸術・美術

8類…言語

9類…文学

〇 NDC分類(第1次区分)〇

日本図書館協会が発行している、
日本の図書館における「標準分類法」



ー詳細検索プラス【分類】ー

NNK分類とは……

もっと詳しく！視聴覚資料の探しかた

埼玉県立図書館WEBページ「音声資料分類表」参照

https://www.lib.pref.saitama.jp/collection/bunrui/bunrui-eizo/onsei.files/sheet001.html

朗読…D2

海外歌手…X180

日本歌手…X181

ジャズ…X13

オルゴール…R72

チェロ独奏…N120

木琴…P12

狂言…G15

オルガン…M12

など

〇 NHK分類(例)〇

「楽曲のジャンル」「楽器編成
（声楽を含む）」「日本人作曲者
の楽曲ジャンル」「軽音楽」の
4つの観点から分類しているもの



ー例【分類】ー

ベートーヴェン作曲の管弦楽（分類：S5）が収録されているCDを調べたい。



ー例【分類】ー

ベートーヴェン作曲の管弦楽（分類：S5）が収録されているCDを調べたい。



ー詳細検索プラス【出版年】ー

西暦を4桁半角数字で入力して検索。

⚠ 年～ 年、両方の枠に西暦を入力！

もっと詳しく！視聴覚資料の探しかた

♪ こんな時におすすめ ♪

✓あの時期に発売された資料を利用したい時 など



ー詳細検索プラス【補足項目】ー

「分類」「出版年」は、補足項目！

前章「視聴覚資料の検索方法」のいずれかの項目に
何かしらを入力しないと使えない。

もっと詳しく！視聴覚資料の探しかた

でもこの期間に発売されたCDが知りたい。

このジャンルの視聴覚資料をまとめて知りたい。

そんな時に便利なのが「＊」！



ー例【＊】ー

落語（分類：G41）が収録されているCDを調べたい。



ー例【＊】ー

落語（分類：G41）が収録されているCDを調べたい。



ー例【＊】ー

落語（分類：G41）が収録されているCDを調べたい。



ー例【＊】ー

落語（分類：G41）が収録されているCDを調べたい。



ー詳細検索プラス【＊】ー

もっと詳しく！視聴覚資料の探しかた

6項目どこでも構わないので
「＊」を入力。

↓
検索できなかったものが
検索できるように！



ー詳細検索プラス【資料コード】ー

資料に貼付してある、バーコード下の数字を入力して検索。

⚠他の項目と組み合わせての検索不可

もっと詳しく！視聴覚資料の探しかた

♪ こんな時におすすめ ♪

✓レコード目録から資料を見つけている場合

✓以前借りて記録していた場合

✓職員から所蔵レシートをもらっていた場合 など



ー詳細検索プラス【請求記号】ー

資料の背に貼付してある、ラベルの番号や記号を入力して検索。

・ 請求記号1 → 番号

・ 請求記号2 → カタカナ

もっと詳しく！視聴覚資料の探しかた

※ 請求記号とは……
同じジャンルの資料が並ぶように
分類に基づいてふられている番号。
資料の場所を表す記号。



ー違いー

776.1

161

数字部分が大きく異なる！

もっと詳しく！視聴覚資料の探しかた



ー詳細検索プラス【請求記号】ー

音声資料と映像資料の請求記号では、もとにしている分類が異なる。

・ 映像資料…NDC分類（日本十進分類法）

・ 音声資料…埼玉県立図書館独自の分類

（音声資料（CD）分類表）

もっと詳しく！視聴覚資料の探しかた

♪ もし使うなら ♪

✓作品内容や収録曲の種類でざっくり検索したい時 など



ー詳細検索プラス【請求記号】ー

【書誌・AV】で
視聴覚資料のみに
限定可能。

もっと詳しく！視聴覚資料の探しかた



ー詳細検索プラス【プラス項目】ー

「資料コード」「請求記号」は、単独検索項目！

他の項目組み合わせての検索ができない。

資料コード入力 → 資料コードに該当するたった1点がヒット

請求記号入力 → 請求記号に該当する複数の資料がヒット

↑

メインの6項目や補足項目を入力しても、これらに影響を与えない！

※資料コードと請求記号を一緒に入力して検索することはできない。

もっと詳しく！視聴覚資料の探しかた



ー例【請求記号】ー



ー例【請求記号】ー



ー詳細検索プラス【番外編】ー

もっと詳しく！視聴覚資料の探しかた

上映可能
→キーワードに【館内上映可】

団体貸出可能
→キーワードに【団体貸出・上映可】と【団体上映可】

16ミリフィルム
→キーワードに【16ミリ】
※これは資料種ではなく、資料詳細にある
【16ミリ映画リール○巻】の部分でヒット



おまけ



ー視聴ブースー

県立図書館所蔵の視聴覚資料の試聴が可能。

視聴コーナー利用票に必要事項を記入して、
カウンター職員までお持ちください。

おまけ

• レコード
• カセットテープ
• CD
• ビデオテープ
• ビデオディスク
• DVD



ー新着視聴覚資料ー

⚠すべての新着視聴覚が表示される。
↓

予約する際は資料種を要確認。

おまけ



ご清聴ありがとうございました。
※アンケートへの御協力をお願いいたします。


