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泉佐野市立図書館図書装備仕様書 

 

 

Ⅰ．図書原簿 

   図書原簿を作成する 

   記載項目：資料番号・資料名・責任表示・出版者・出版年・受入価格・請求記号・ 

        受入日・受入先・備考欄 

 

Ⅱ．バーコード 

   本の背を左にして、地から２㎝背から２㎝の位置に貼付する 

   ＊ただし書名等にかかる場合は多少ずらす 

   ＊紙芝居は、表紙中央下から２～３㎝に貼付する 

   ＊ブックケース、帯は不要、ただし豪華本にはブックケースを付けて納品する 

 

Ⅲ．分類 

   一般書 ＮＤＣ９版４桁分類 

       ただし泉佐野市立図書館の指定分類に該当する分類はのぞく 

ただしＮＤＣ９３３の分類は３桁 

   児童書 ＮＤＣ９版３桁分類 

       ただし泉佐野市立図書館の指定分類に該当する分類はのぞく 

 

   ＊泉佐野市立図書館の指定分類 

・日本の現代小説（一般書のみ）＝Ｆ＋著者頭文字カタカナ２文字（濁音･半濁音ｱﾘ） 

 ただし複数著者のいる資料はＦのみとする 

   ・日本の現代エッセイ（一般書のみ）＝Ｅ＋著者の頭文字カタカナ２文字 

    （濁音・半濁音ｱﾘ）ただし複数著者のいる資料はＥのみとする 

・コミック（一般書のみ）＝Ｍ＋著者の頭文字カタカナ２文字（濁音・半濁音アリ） 

 ただし複数著者のいる資料はＭのみとする 

・絵本＝・ 

・紙芝居＝Ｃ 

・参考図書（一般書）＝Ｒ＋４桁分類 

・参考図書（児童書）＝Ｒ＋３桁分類 

    

＊図書記号 

・日本の小説・エッセイ・コミック（一般書） 著者カタカナ２文字 

 ただし複数著者のいる資料は図書記号は入力しない 

   ・読み物（児童書） タイトルカタカナ２文字 
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   ＊別置記号 

   ・文庫本=Ｂ 

   ・大活字本＝Ｄ 

   ・大型美術書＝Ｈ 

   ・小型絵本＝Ｎ 

・郷土資料については、別紙参照とし分類記号及び地域区分（または著者区分）を 

入れ、別置記号Ｋをつける（３桁分類＋地域区分カタカナ一文字＋Ｋ） 

・外国語資料については、別紙参照とし分類記号及び言語区分を入れ、別置記号Ｇ

をつける（３桁分類＋言語区分＋Ｇ） 

 

   

Ⅳ．分類ラベル 

   本の背下から１．５㎝の位置に貼付する 

   ただし、著者名がかくれる場合は、地につけて貼付する 

   バーコード：キハラ製１段 

一般書は型番６７７０Ｎ 

児童書は鷹番６７７０Ｒ 

         ただし、郷土資料については伊藤伊製２段２２１６（こげ茶） 

             外国語資料については伊藤伊製２段２２１６（青と赤） 

 

 

Ⅴ．装備 

   ブックコートで図書の全面にコーティングする 

   ＊紙芝居の装備は紙芝居装備仕様を参照 
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アルファベットの用途 

2015.3 

 

 記号 内  容 入力枠 

＊ Ａ 郷土資料の郷土著者 請求記号Ａ枠 

 Ｂ 文庫本 別置 

 ＢＪ 児童ジュニア文庫 別置 

 Ｃ 紙芝居 請求記号Ａ枠 

 Ｄ 大活字本 別置 

＊ Ｅ ９１４．６ 請求記号Ａ枠 

＊ Ｆ ９１３．６ 請求記号Ａ枠 

 Ｇ 外国語資料 別置（中央のみ所蔵） 

★ Ｈ 大型本（黄色シール） 別置 

 Ｉ 点字資料 別置（中央のみ所蔵） 

 Ｊ 児童雑誌 統計分類 

 Ｋ 郷土資料 別置 

 Ｌ ＬＤ ＭＡＲＣローカル請求記号直前 

＊ Ｍ ７２６．１マンガ 請求記号Ａ枠 

★ Ｎ 小型絵本（緑シール） 別置 

 Ｏ   

 Ｐ マイクロフィルム 請求記号Ａ枠 

 Ｑ ＣＤ－ＲＯＭ 請求記号Ａ枠 

＊ Ｒ 参考図書 請求記号Ａ枠 

 Ｓ   

 Ｔ カセットテープ ＭＡＲＣローカル請求記号直前 

 Ｕ   

 Ｖ ビデオテープ ＭＡＲＣローカル請求記号直前 

 Ｗ ＣＤ ＭＡＲＣローカル請求記号直前 

 Ｘ   

★ Ｙ 児童文学研究書（赤シール） 別置（中央のみ所蔵） 

 Ｚ 闘病記コーナー 別置（中央のみ所蔵） 

 

＊･･･背ラベル（請求記号）に反映する記号 

★･･･色シール貼付 
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別置記号「ＢＪ」を設定する児童書シリーズ

シリーズ名 出版社

ポプラ社文庫 ポプラ社

火の鳥伝記文庫 講談社

あかね文庫 あかね書房

ポプラカラフル文庫 ポプラ社

偕成社文庫 偕成社

岩波少年文庫 岩波書店

フォア文庫 岩崎書店・金の星社、童心社、理論社

青い鳥文庫 講談社

てのり文庫 学習研究社、国土社、小峰書店、大日本図書、評論社 刊行終了

みらい文庫 集英社

てんとう虫ブックス 小学館
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泉佐野市立図書館 地域・行政資料 整理規定 第３版       2005.11 

  

１．分類 

分類は、『日本十進分類法（ＮＤＣ）新訂８版』に基づき、３桁（１００区分）展開を原則とする。 

なお、２００（歴史）は、そのままでは不適切なので以下のように運用する。 

 

    ２１０ 通史（市史、年表、便覧、事典など）いわゆる参考図書 

    ２１１ 通史 上記２１０以外の著作物、埋蔵文化財調査報告はここに収める 

    ２１２ 原始時代 

    ２１３ 古代（～１１８５） 

    ２１４ 中世史（１１９２～１６００） 

    ２１５ 近世史（１６００～１８６８） 

    ２１６ 近代史（１８６８～１９２６） 

    ２１７ 昭和・平成時代（１９２７～） 

 

    ２１９ 地域史（市より小さな単位、町史・区史・村史） 

    ２２０ 市史資料、市勢紀要 

 

    ２８０ 伝記（複数） 

    ２８１ 人名録、名簿 

    ２８９ 個人伝記 

 

    ２９０ 地理、地誌 

    ２９１ 歴史地理 

    ２９２ 史跡・名勝、景観 

    ２９３ 地名、町名、一般地図、航空写真 

    ２９４ 古地図、絵図 

    ２９５ 個別文書 

    ２９６ パンフレット、リーフレット、チラシ 

    ２９７ 絵ハガキ 

    ２９８ 写真 

    ２９９ 紀行、案内記 

 

 

２．地域区分 

地域区分は、以下のとおり、それぞれの地域のヨミの頭文字をカタカナで一文字とり、地域区分記号と

する。但し、大阪府と大阪市はそれぞれフ、シとする。 

 

   サ･･･佐野（泉佐野） 

   イ･･･和泉（堺、高石、泉大津、和泉、岸和田、貝塚、泉南、阪南、忠岡、熊取、田尻、岬） 

   フ･･･大阪府 

   シ･･･大阪市 

   セ･･･摂津（箕面、池田、高槻、茨木、吹田、豊中、摂津、島本、能勢、豊能） 

   カ･･･河内（枚方、寝屋川、交野、四条畷、門真、守口、大東、東大阪、八尾、柏原、藤井寺 

松原、羽曳野、富田林、大阪狭山、河内長野、美原、太子、河南、千早赤阪） 

   キ･･･近畿（泉佐野市にかかわりの深い資料のみ収集） 
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３．別置記号 

泉佐野出身、在住の人の著作物は別置記号 Aとし、著者の頭一文字をカナ表記する。 

 

 

４．請求記号 

背ラベルは茶色の２段ラベル（Itoi－2216）を使用する。 

 

（例） 

１２３ 

 サ 

 

 

５．受入・保存 

泉佐野市の資料に関しては可能な限り３冊以上収集する。泉佐野の資料は常にレファレンスに対応でき

るよう全館の所蔵資料のうち１冊は館内資料とする。なお、以下のような資料については特に保存に配

慮する。 

①劣化、消耗の著しい資料 

②経年により稀少、貴重となった資料 

③写真、地図、チラシなどの非図書資料 

 

 

６．装備 

装備については、一般図書に準ずる。但し、非図書資料、保存用の資料については以下の通りとする。 

  非図書資料･･･形態に応じて、保存用の封筒や箱なども活用する。 

  保存用資料･･･背を左にして見返しにバーコードを貼付しブッカーは巻かない。 

５－①②のような配慮を要する資料は保存用の封筒や箱を活用し、バーコードなどを 

直接貼付しない。書庫に保存し配列は資料コード順とする。保存用資料はＯＰＡＣに 

表示されないよう所蔵状態を「06 保存」とする 

 

 

７．配架 

地域区分ごとの配架とし、地域区分内で分類番号順に配列する。但し、別置記号 A の資料は地域区分 

とは別にコーナーを設け、著者名の５０音順に配列する。 

地域区分の配列順は「サ」「Ａ」「イ」「フ」「シ」「カ」「キ」の順とする。 

 

 

８．除籍 

泉佐野市の資料は原則として除籍しない。 

泉佐野市以外の地域の資料については収納スペースおよび他の図書館の所蔵状況に応じて検討する。 

 

１２３ 

 A ア 

上段：分類記号 

下段：地域区分、別置記号 
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1996.2.20 

外国語資料整理仕様 

 

１．使用バーコード 

   一般書 40000001～ 

   児童書 41000001～ 

 

２．別置記号 

   「G」を使用 

 

３．請求記号 

   １枠目に言語区分･･･言語区分表のとおり 

   ２枠目に分類番号･･･『日本十進分類法第８版』要目表（３次区分表）のとおり 

 

言語区分表 

中国語 20 

ハングル 21 

東洋の諸言語 29 

英語 30 

ドイツ語 40 

フランス語 50 

スペイン語 60 

ポルトガル語 61 

イタリア語 70 

ロシア語 80 

その他諸言語 90 

 

 

 

４．装備 

２段ラベルを使用 ※itoi2216のり付細枠２段ラベル 一般書･･･青、児童書･･･赤 

   上段に言語区分、下段に分類番号 

 

言語区分（２桁） 

分類番号（３桁） 
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図書の付録装備について 

2008.2 

 

１．装備位置 

①付録を本体裏表紙内側に貼りつける 

②形状から外付けが適している場合のみ裏表紙外側につける 

 

２．装備方法 

①本体に貼り付けの場合 

ブッカーで外れないように装備する 

装備位置にかかわらず付録表示シール(様式１)、付録番号シール(様式２)は不要 

 

②型紙、地図等本体から外して使用する場合 

ペーパーベルトや透明ポケットに入れて装備し、本体バーコードから２㎜上部に付録表示シー

ル(様式 1)、付録表面タイトル付近の確認しやすい位置に付録番号シール(様式２)をつける 

  型紙つきのものは型紙注意書きシール(様式３)を貼る。型紙注意書きシールはペーパーベル 

トの使用時は図書本体に、透明ポケット使用時はポケットに貼る。 

   

                      

               

③ＣＤ－ＲＯＭ等ディスク類で、元の装備位置・形態に不具合がある場合 

ＣＤホルダーを本体に貼りつけて装備する（各シールの添付については２．－②と同じ）付録

番号シール(様式２)はディスク中心の２㎜上部に貼る（タイトルにかかる場合は下部でも可）

ブッカーコートは不要 

 

３．注意事項 

①付録表示シール(様式１)は地図、型紙、ＣＤ－ＲＯＭ等付録にあわせて使い分ける 

②付録番号シール(様式２)には本体の資料番号をゴム印(５号･黒)で押印、チェックデジットの

記入は不要 

③付録が複数ある場合は、付録番号シールはすべての付録につけ、資料番号のあとに付録番号 

を丸囲み数字で手書きする 

 

 

付録数 
付録表示シール（様式１） 

※本体バーコード上部に貼付 

付録番号シール（様式２） 

※付録に貼付 

１点 

 
泉佐野市立図書館 

30012345 

 

２点以上 

 
泉佐野市立図書館 

30012345① 

泉佐野市立図書館 

30012345② 

 

型紙は使い終わったら  

袋に戻してください  

 

(様式３) 

付録１点付き 

 

付録２点付き 
 

型紙は～

～ 
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平成 19年 1月 20日 

バーコード仕様書 

 

 

備品用バーコード 

 

   種類     ＮＷ－７ 

   モジュラス  １０  

   各桁の重み  １２１２１２１２ 

   分割集計   する 

   変換値    ０９８７６５４３２１ 

   桁数     ８桁＋チェックデジット 

   使用番号   中央    一般書  先頭２桁３０ 

                児童書  先頭２桁３１ 

          佐野・長南 一般書  先頭２桁１０ 

                児童書  先頭２桁１１ 

          ＢＭ    一般書  先頭２桁２０ 

                児童書  先頭２桁２１ 

          洋書    一般書  先頭２桁４０ 

                児童書  先頭２桁４１ 

          ＬＤ･ＶＴ･ＣＤ･ＣＴ  先頭２桁０８ 

マイクロフィルム   先頭２桁１８ 

   色      大日本インキ １１版１８４ 

 

 

消耗品用バーコード 

 

  種類     ＮＷ－７ 

   モジュラス  １０  

   各桁の重み  １２１２１２１２ 

   分割集計   する 

   変換値    ０９８７６５４３２１ 

桁数     ８桁＋チェックデジット 

使用番号   先頭２桁０８ 

色      大日本インキ １１版３２８ 
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2004.4 

蔵 書 印 押 印 仕 様  

 

 

１．蔵書印の種類 

 

① 蔵書印（角印） 

② 蔵書印（館名印：大） 

③ 蔵書印（館名印：大横拡大文字） 

④ 蔵書印（館名印：小） 

 

 

２．押印箇所 

 

 【基本パターン】 

  地 ＝②～④（本のサイズに合わせて）   

    背から２cmの箇所 

  奥付＝①角印 

   タイトル情報の文字にかかるよう押印 

※奥付が無い場合は最終ページの                     

    のどから２cm地から２cmの箇所 

 

 

【参考図書】 

  基本パターンに加えて天にも押印 

  天・地 ＝②～④（本のサイズに合わせて）   

    背から２cmの箇所 

奥付＝①角印 

  タイトル情報の文字にかかるよう押印 

    ※奥付が無い場合は最終ページの 

     のどから２cm地から２cmの箇所 
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背ラベル：ワープロラベルシート（白）を使用 

 

 

闘病記資料の整理                  

 

 新刊書または寄贈本で闘病記資料となるものは、下記手順により病気毎分類背ラベルを添付し、書誌修正、

所蔵修正を行い闘病記棚へ配架する 

 

作業手順 

 

①病名分類背ラベル貼付 ※別紙①参照 

   ワープロラベルシート型紙作成（最大文字数→小児がん１１） 

 

 

②書誌の一般件名、別置記号、請求記号にデータ入力 

  書誌修正  

   一般件名１：病名…病名ごとに検索できるように（表記・ヨミ）※別紙①参照 

一般件名２：闘病記 

 

③所蔵データに別置記号、請求記号３枠に病名分類を入力 

所蔵修正 

  ・別置記号「Ｚ」を入力 

  ・請求記号３枠に病名分類（例：がん 1）を入力 ※別紙①参照 

…配架場所が資料詳細でわかるように（アラビア数字は半角で入力） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

916 

がん 1 

別置記号は｢Z｣（ゼット） 

請求記号 3 枠 別置記号 
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別紙① 

病名分類 病名 

がん 1 乳がん 

がん 2 乳がん・卵巣がん 

がん 3 乳がん・胃がん 

がん 4 乳がん・胃がん・食道がん 

がん 5 乳がん・白血病 

がん 6 乳がん・肺がん 

がん 7 子宮がん 

がん 8 絨毛がん 

がん 9 子宮がん／腎臓がん 

がん 10 子宮がん／肝臓がん 

がん 11 子宮体がん 

がん 12 卵巣がん 

がん 13 卵巣がん／大腸がん 

がん 14 絨毛膜がん 

がん 15 外陰がん 

がん 16 婦人科系がん 

がん 17 睾丸（腫瘍）がん 

がん 18 精巣がん 

がん 19 前立腺がん 

がん 20 前立腺がん／胃がん／大腸がん 

がん 21 甲状腺がん 

がん 22 肺がん 

がん 23 肺がん／食道がん 

がん 24 肺がん／MRSA 

がん 25 肺がん／心筋梗塞 

がん 26 肺がん／大腸がん 

がん 27 悪性胸膜中皮腫 

がん 28 腺がん 

がん 29 胸腺がん 

がん 30 胃がん 

がん 31 胃がん／膀胱がん 

がん 32 胃がん／舌がん 

がん 33 十二指腸がん 

がん 34 胆管がん 

がん 35 胆嚢がん 

がん 36 肝臓がん 

がん 37 肝細胞がん 

がん 38 肝臓がん／白血病 

がん 39 膵臓がん 

がん 40 腎臓がん 
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がん 41 副腎がん／顎下腺腫瘍 

がん 42 上顎がん 

がん 43 上顎がん／横紋筋肉腫 

がん 44 舌がん 

がん 45 舌がん／乳がん 

がん 46 舌根部腫瘍 

がん 47 扁平上皮がん 

がん 48 喉頭がん 

がん 49 喉頭がん／食道がん 

がん 50 咽頭がん 

がん 51 咽頭がん・乳がん 

がん 52 口腔がん 

がん 53 鼻中隔がん 

がん 54 食道がん 

がん 55 食道がん／口腔がん 

がん 56 食道がん／胃がん 

がん 57 大腸がん 

がん 58 大腸がん／胃がん 

がん 59 結腸がん 

がん 60 虫垂がん（盲腸がん） 

がん 61 直腸がん 

がん 62 膀胱がん 

がん 63 膀胱がん／胃がん 

がん 64 小腸肉腫 

がん 65 肉腫 

がん 66 繊維肉腫 

がん 67 血管肉腫 

がん 68 平滑筋肉腫 

がん 69 軟骨肉腫 

がん 70 脊索腫 

がん 71 骨肉腫 

がん 72 悪性黒色腫 

がん 73 鼻腔悪性黒色腫 

がん 74 嗅神経芽細胞腫 

がん 75 悪性絨毛上皮腫 

がん 76 悪性リンパ腫 

がん 77 未分化小細胞がん 

がん 78 ホジキン病（注：悪性リンパ腫の一種） 

がん 79 ユーイング肉腫 

がん 80 ウイルムス腫瘍 

がん 81 結合組織腫瘍 

がん 82 大腿腫瘍 
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がん 83 胚細胞性腫瘍 

がん 84 血管腫 

がん 85 神経内分泌腫瘍 

がん 86 骨溶解性悪性血管腫 

がん 87 多発性骨髄腫 

がん 88 鎧状がん 

がん 89 リンドー病 

がん 90 白血病 

がん 91 骨髄異形成症候群 

がん 92 骨髄異形成症候群／腎不全／髄膜瘤 

がん 93 白血病／脳腫瘍 

がん 94 白血病／心筋症 

がん 95 がん詳細不明 

小児がん 1 小児がん／繊維肉腫 

小児がん 2 小児がん／横紋筋肉腫 

小児がん 3 小児がん／軟部肉腫 

小児がん 4 小児がん／水頭症・脳腫瘍・横紋筋肉腫 

小児がん 5 小児がん／骨肉腫 

小児がん 6 小児がん／脊髄腫瘍 

小児がん 7 小児がん／仙骨奇形腫 

小児がん 8 小児がん／悪性リンパ腫 

小児がん 9 小児がん／悪性リンパ腺肉腫・腎不全 

小児がん 10 小児がん／血球貧食症候群 

小児がん 11 小児がん／パーキットリンパ腫 

小児がん 12 小児がん／ユーイング肉腫 

小児がん 13 小児がん／神経芽細胞腫 

小児がん 14 小児がん／網膜芽細胞腫 

小児がん 15 小児がん／卵巣がん 

小児がん 16 小児がん／下顎がん 

小児がん 17 小児がん／白血病 

小児がん 18 小児がん／脳腫瘍・白血病 

小児がん 19 小児がん／脳腫瘍 

疾病 1 ADA欠損症 

疾病 2 アトピー 

疾病 3 アレルギー 

疾病 4 インスリノーマ 

疾病 5 院内感染 

疾病 6 ウィルソン病 

疾病 7 ウェルドニッヒ・ホフマン病（進行性脊髄性筋萎縮症） 

疾病 8 エイズ（後天性免疫不全症候群） 

疾病 9 円形脱毛症 

疾病 10 炎症性多発性仮性動脈瘤 
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疾病 11 黄斑変性 

疾病 12 潰瘍性大腸炎 

疾病 13 角膜ヘルペス 

疾病 14 化学物質過敏症 

疾病 15 顎関節症 

疾病 16 川崎病 

疾病 17 肝炎 

疾病 18 下肢閉塞性動脈硬化 

疾病 19 肝硬変 

疾病 20 顔面奇形 

疾病 21 吃音 

疾病 22 急性アルコール中毒 

疾病 23 巨細胞腫 

疾病 24 強直性脊椎炎 

疾病 25 （神経性）筋萎縮症 

疾病 26 筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ） 

疾病 27 筋ジストロフィー（進行性筋萎縮症） 

疾病 28 筋ミオパシー（ミオパチー） 

疾病 29 ギランバレー症候群 

疾病 30 ギランバレー症候群・膠原病 

疾病 31 クルーゾン症候群（クルゾン症候群） 

疾病 32 クローン病 

疾病 33 形成異常 

疾病 34 頚肩腕障害・乳がん・パーキンソン病 

疾病 35 頚椎損傷 

疾病 36 頚椎損傷・C型肝炎 

疾病 37 頸椎後縦靭帯骨化症 

疾病 38 頸動脈海綿静脈洞瘻 

疾病 39 結核 

疾病 40 結節性硬化症 

疾病 41 結腸憩室炎 

疾病 42 血友病 B 

疾病 43 後縦靭帯骨化症 

疾病 44 口蓋裂症（口蓋破裂） 

疾病 45 更年期障害 

疾病 46 股関節症 

疾病 47 股関節脱臼 

疾病 48 膠原病 

疾病 49 コケイン症候群 

疾病 50 骨形成不全症 

疾病 51 骨折 

疾病 52 再生不良性貧血 
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疾病 53 サリドマイド 

疾病 54 サルコイドーシス 

疾病 55 痔 

疾病 56 ＧＭ１ガングリオシドーシス 

疾病 57 歯科矯正 

疾病 58 色素性乾皮症（XP) 

疾病 59 視神経炎 

疾病 60 重症筋無力症 

疾病 61 硝子体過形成遺残 

疾病 62 掌蹠膿胞症性骨関節炎 

疾病 63 小児マヒ（ポリオ、脳性小児マヒ） 

疾病 64 神経線維腫症（レックリングハウゼン病） 

疾病 65 じん肺 

疾病 66 子宮筋腫 

疾病 67 子宮内膜症 

疾病 68 自己免疫性溶血性貧血 

疾病 69 腎不全 

疾病 70 腎炎・ネフローゼ 

疾病 71 腎不全・大腸がん・脳卒中 

疾病 72 尋常性天疱瘡 

疾病 73 尋常性乾癬／特発性血小板／減少性紫斑病／強直性脊椎炎 

疾病 74 （急性）膵炎 

疾病 75 ステイフツマン症候群 

疾病 76 ステロイド軟膏禍（アトピー） 

疾病 77 スモン病 

疾病 78 脊椎カリエス 

疾病 79 脊髄損傷 

疾病 80 脊髄損傷／乳がん 

疾病 81 脊椎骨折／慢性関節リューマチ 

疾病 82 脊柱側彎症（脊椎側湾症） 

疾病 83 脊柱管狭窄症 

疾病 84 線維筋痛症 

疾病 85 先天性胆道閉塞症（胆道閉鎖症） 

疾病 86 先天性くる病 

疾病 87 喘息 

疾病 88 前立腺肥大症 

疾病 89 早老症（プロゲリア） 

疾病 90 多発性硬化症 

疾病 91 胆石 

疾病 92 （原発性）胆管硬化症 

疾病 93 椎間板ヘルニア 

疾病 94 低体温症 

16



疾病 95 トゥレット症候群（チューレット病） 

疾病 96 糖原病（進行性筋萎縮症に含まれる） 

疾病 97 糖尿病（１型＝インスリン依存型、小児糖尿病） 

疾病 98 ドラッグ中毒 

疾病 99 二分脊椎症 

疾病 100 乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ） 

疾病 101 乳腺炎 

疾病 102 熱射病（熱中症） 

疾病 103 熱傷 

疾病 104 ネフローゼ症候群 

疾病 105 白内障 

疾病 106 肺高血圧症 

疾病 107 肺リンパ脈管筋腫症（ＬＡＭ） 

疾病 108 バセドウ病 

疾病 109 ハーラー症候群 

疾病 110 バレ・リュー症候群（頚部交感神経刺激症状） 

疾病 111 ハンセン病（らい病） 

疾病 112 ハンチントン病 

疾病 113 反復性硝子体出血 

疾病 114 病原性大腸菌 

疾病 115 不眠症 

疾病 116 フリードリッヒ失調症 

疾病 117 ベーチェット病 

疾病 118 ポルフィリン症 

疾病 119 マルファン症候群 

疾病 120 慢性呼吸不全 

疾病 121 ミトコンドリア病 

疾病 122 未熟児網膜症 

疾病 123 ムコ多糖症 

疾病 124 無腐性壊死 

疾病 125 網膜剥離 

疾病 126 盲腸炎（虫垂炎） 

疾病 127 ヤコブセン症候群 

疾病 128 ユニークフェイス 

疾病 129 腰椎圧迫骨折 

疾病 130 腰部脊椎管狭窄症 

疾病 131 溶連菌感染症 

疾病 132 ライ症候群 

疾病 133 リウマチ 

疾病 134 リウマチ熱 

脳 1 アルツハイマー病 

脳 2 滑脳症 
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脳 3 急性脳症 

脳 4 急性小脳失調 

脳 5 クモ膜下出血硬膜下血種 

脳 6 結核性髄膜脳炎 

脳 7 視覚失認証 

脳 8 小脳出血 

脳 9 小脳出血／脳梗塞 

脳 10 小脳髄症 

脳 11 進行性多巣性白質脳症 

脳 12 進行性核上性麻痺 

脳 13 水頭症 

脳 14 髄膜炎 

脳 15 脊髄小脳変性症（ＳＣＤ） 

脳 16 脊髄空洞症 

脳 17 脊髄動静脈奇形 

脳 18 単純ヘルペス脳炎 

脳 19 ヘルペス脳炎 

脳 20 脳幹部中枢神経挫傷 

脳 21 脳外傷（頭部外傷・脳挫傷） 

脳 22 脳幹出血 

脳 23 脳卒中 

脳 24 脳梗塞 

脳 25 脳梗塞・心筋梗塞 

脳 26 脳梗塞・肺がん 

脳 27 脳梗塞・胆嚢炎・肺炎 

脳 28 脳下垂体腫瘍 

脳 29 脳腫瘍 

脳 30 脳腫瘍・クモ膜下出血 

脳 31 脳血栓 

脳 32 脳出血／胃がん 

脳 33 脳溢血（脳出血） 

脳 34 脳動静脈奇形（注：結果として「脳出血」） 

脳 35 脳死 

脳 36 パーキンソン病 

脳 37 パーキンソニズム（前頭葉萎縮） 

脳 38 ピック病（若年性痴呆症） 

脳 39 びまん性軸索損傷（ＤＡＩ） 

脳 40 未破裂脳動脈瘤 

脳 41 ロックト・イン・シンドローム 

障害 1 ＡＤＨＤ／ＡＤＤ 

障害 2 サヴァン症候群 

障害 3 自閉症 
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障害 4 胎児性軟骨異栄養症 

障害 5 ダウン症 

障害 6 てんかん 

心臓 1 拡張型心筋症 

心臓 2 （特発性）拡張型心筋症 

心臓 3 解離性大動脈瘤 

心臓 4 狭心症・MRSA 

心臓 5 三尖弁閉鎖肺動脈狭窄 

心臓 6 心筋梗塞（狭心症） 

心臓 7 心室細動 

心臓 8 心筋炎 

心臓 9 心房中隔欠損 

心臓 10 先天性心臓疾患 

心臓 11 僧帽弁閉鎖不全（心臓弁膜症） 

心臓 12 僧帽弁狭窄症 

心臓 13 僧帽弁狭窄症、閉鎖不全・三叉弁閉鎖不全 

心臓 14 大動脈炎症候群 

心臓 15 大動脈弁閉鎖機能不全（心臓弁膜症） 

心臓 16 大動脈弁閉鎖不全（心臓弁膜症）・心筋梗塞 

心臓 17 大動脈弁狭窄症（心臓弁膜症） 

心臓 18 肺気腫症／心房細動 

心臓 19 肺動脈瘤破裂低酸素脳症 

心臓 20 ファロー四徴症 

心臓 21 閉塞性肥大型心筋症 

心臓 22 房室ブロック 

精神 1 アルコール依存症 

精神 2 アルコール依存症／うつ病 

精神 3 うつ病 

精神 4 過食症 

精神 5 強迫神経症（強迫性障害） 

精神 6 境界性人格障害 

精神 7 拒食症（神経性食思不振症、摂食障害） 

精神 8 精神分裂病（統合失調症） 

精神 9 躁病 

精神 10 躁うつ病（躁鬱病） 

精神 11 ナルコレプシー 

精神 12 パニック障害（不安神経症） 

精神 13 パニック障害／うつ病 

精神 14 場面緘黙症（選択無言症） 

精神 15 慢性疲労症候群 

精神 16 薬物依存症（薬物中毒） 
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背ラベル：専用ラベルシート型紙を使用 

日本人 白 

外国人 青 

 

伝記（２８９）資料の整理                  

 

  新刊書または寄贈本にて伝記資料（一般書分類番号 289）となるものは、下記手順により被伝者背ラベル

を添付し、所定の書架へ配架する 

 

作業手順 

 

①被伝者背ラベル貼付  

   専用ラベルシート型紙を用いて作成   日本人→ 白 

外国人→ 青 

 

   被伝者姓名の姓、上２文字を分類ラベルの上に貼付 

 

 

 

例）被伝者「伊藤博文」の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

②フィルムを適当な大きさに切り、被伝者背ラベルを上からおさえる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

289 

ｲﾄ 
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2013.12.26 

点字併記資料の整理 

 

 

墨字資料に点字併記されている資料（点字併記資料）は、下記手順で点字併記背ラベルを貼り、書誌

データを追加して、配架する。 

 

 

作業手順 

  ① 点字併記資料シールを本の背、地のすぐ上に貼り、ブッカーでカバー 

  ② 【NALISの書誌情報登録】 

     「一般注記情報：350」に次の２項目を入力し、「修正登録(Ｕ)」を押し確定する 

      一般注記 350Ａ<1>    点字併記 

      カタカナ形 550Ａ<1>  テンジ ヘイキ 

  

 検索方法 

  検索条件設定：「標準キー」「全文」 

  検索ワード ：「点字併記」（カナでも可） 

 

 配列方法 

  請求記号のとおり 

21



紙芝居 装備仕様 

 

 

分  類：Ｃ 

背ラベル：貼付しない 

バーコード：紙芝居ケース表紙中央の下から２～３㎝上に貼付する 

装  備：紙芝居ケースの表紙右側の側面から、中身を取り出しできるように切り落とし 

て、ケース全面コーティング（下図） 

 

（表）                   （裏）  

 

背にタイトルがある方を残す。 

折り返しを外側にして出し入

れをしやすくする 

 タイトル 

バーコードは中央下より２～３㎝

あけた位置に貼付する 

本体を出し入れしやすいように 

切り込みを丸く入れる 

本体を引き抜く 

 

タ
イ
ト
ル 

全面コーティングして 

筒状にする 

フィルムの端は中に折り込む 
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大型地図 装備仕様 

（２万５０００分の１地形図など） 

 

 

分  類：所蔵情報の請求記号はすべて『２９１』 

背ラベル：貼付しない 

装  備：ラミネート加工を行う 

バーコード：地図裏面に貼付する（貼付位置は下図） 

（表）                   （裏）  

 

地図面 

表面 

地図位置 

バーコード 

左下より２㎝ずつあけた位置に貼付する 

23



泉佐野市立図書館 視聴覚資料分類表 1995.11.9制定
2007.1.13改定

◆音声資料分類表◆

請求記号下段カナ（２字） 注記

11 ロック・ポップス 演奏者（姓）
12 ジャズ・フュージョン 〃
13 演歌・歌謡曲 〃
14 民謡 〃
15 純邦楽 〃
16 童謡・唱歌・合唱 〃
17 イージーリスニング 〃
18 アニメ・映画音楽 タイトル
19 その他 演奏者（姓）

請求記号下段カナ（２字） 注記

21 ロック・ポップス・レゲエ・ソウル 演奏者（姓）
22 ジャズ・ブルース 〃
23 ラテン・タンゴ・サンバ・ボサノヴァ・フォルクローレ 〃
24 カントリー・ハワイアン 〃
25 シャンソン・カンツォーネ・フラメンコ・ファド 〃
26 その他民族音楽 〃
27 イージーリスニング 〃
28 映画音楽 タイトル
29 その他 演奏者（姓）

請求記号下段カナ（２字） 注記

31 交響曲 作曲家（姓）
32 管弦楽曲 〃
33 協奏曲 〃
34 室内楽・器楽曲 〃
35 声楽曲 〃
36 歌劇 〃
37 宗教曲 〃
38 - -
39 その他 〃

請求記号下段カナ（２字） 注記

41 演芸 演者（姓）
42 文学 原著者（姓）
43 演劇 タイトル
44 語学 言語
45 記録 タイトル
46 講演 講演者（姓）
47 効果音 タイトル
48 宗教 タイトル
49 その他 タイトル

1　日本の音楽

2　外国の音楽

3　クラシック

4　その他（音楽以外）

※２名の場合→１人目の姓 
  ３名の場合→空白 

※名・姓の記載の場合、 

    名の頭２文字 
 【例】ジョン・レノン→ジヨ 

※言語はＮＤＣ言語区分 
  のヨミ頭２文字 

請求記号カナの規則 
 濁音・・・そのまま記載 【例】アベ 

 ヴ・・・そのまま記載（配架はウの次に配列）  

 長音・・・無視 【例】モーツァルト→モツ、 ルー・リード→ル 

 拗音・促音・・・小さくしない 【例】シューマン→シユ、 バッハ→バツ 

NDC言語区分 

  1 日本語 → ニホ                      6 スペイン語 → スペ 

  2 中国語 → チユ                     69ポルトガル語 → ポル 

  29東洋諸国語 → トウ                7 イタリア語 → イタ 

  291朝鮮語 → コリ                     79 その他のロマンス語  

  3 英語 → エイ                         8 ロシア語 → ロシ 

  4 ドイツ語 → ドイ                     89その他スラブ諸語 → ホカ 

  49その他ゲルマン語 → ホカ      9 その他の諸言語 → ホカ 
  5 フランス語 → フラ                 91ギリシア語 → ギリ 

   6 スペイン語 → スペ 

   69ポルトガル語 → ポル 

   7 イタリア語 → イタ 

   79その他のロマンス語 → ホカ 

   8 ロシア語 → ロシ 

   89その他スラブ諸語 → ホカ 

   9 その他の諸言語 → ホカ 

   91ギリシア語 → ギリ 
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泉佐野市立図書館 視聴覚資料分類表 1995.11.9制定
2007.1.13改定

◆映像資料分類表◆

請求記号下段カナ（２字） 注記

11 ドラマ タイトル
12 ミュージカル・ダンス 〃
13 時代劇 〃
14 アクション・スペクタクル 〃
15 ＳＦ・ホラー 〃

請求記号下段カナ（２字） 注記

21 ドラマ タイトル
22 ミュージカル・ダンス 〃
23 時代劇・西部劇 〃
24 アクション・スペクタクル 〃
25 ＳＦ・ホラー 〃

請求記号下段カナ（２字） 注記

31 日本 タイトル
32 外国 〃

請求記号下段カナ（２字） 注記

41 日本 タイトル
42 外国 〃

請求記号下段カナ（２字） 注記

51 日本ポピュラー音楽 演奏者（姓）
52 外国ポピュラー音楽 演奏者（名）
53 クラシック 演奏者（姓）
54 歌劇 作曲家（姓）
55 バレエ タイトル
56 民族音楽・民族舞踊 〃
57 演劇・ミュージカル・歌舞伎・能 〃

請求記号下段カナ（２字） 注記

61 スポーツ タイトル
62 語学 言語
63 美術 タイトル
69 その他 タイトル

請求記号下段カナ（２字） 注記

71 落語・漫才 演奏者（姓）
72 サーカス・大道芸 タイトル
79 その他 タイトル

1　劇映画（日本）

6　趣味・教養・語学

7　演芸

2　劇映画（外国）

3　アニメーション・人形劇

4　記録映画・ドキュメンタリー

5　音楽・舞踊・演劇

※言語はＮＤＣ言語区分 
  のヨミ頭２文字 

請求記号カナの規則 
 濁音・・・そのまま記載 【例】アベ 

 ヴ・・・そのまま記載（配架はウの次に配列）  

 長音・・・無視 【例】モーツァルト→モツ、 ルー・リード→ル 

 拗音・促音・・・小さくしない 【例】シューマン→シユ、 バッハ→バツ 

NDC言語区分 

  1 日本語 → ニホ                      6 スペイン語 → スペ 

  2 中国語 → チユ                     69ポルトガル語 → ポル 

  29東洋諸国語 → トウ                7 イタリア語 → イタ 

  291朝鮮語 → コリ                     79 その他のロマンス語  

  3 英語 → エイ                         8 ロシア語 → ロシ 

  4 ドイツ語 → ドイ                     89その他スラブ諸語 → ホカ 

  49その他ゲルマン語 → ホカ      9 その他の諸言語 → ホカ 
  5 フランス語 → フラ                 91ギリシア語 → ギリ 

   6 スペイン語 → スペ 

   69ポルトガル語 → ポル 

   7 イタリア語 → イタ 

   79その他のロマンス語 → ホカ 

   8 ロシア語 → ロシ 

   89その他スラブ諸語 → ホカ 

   9 その他の諸言語 → ホカ 

   91ギリシア語 → ギリ 
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平成２３年９月 

泉佐野市立図書館 ＣＤ装備仕様書 

 

 

① バーコード仕様  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

② 背ラベル  日本ブッカー 二段ラベル紺（014255） 

 

 

③ ディスク 

 

 

 

                            レーベル面に貼付 

                            両面収録の場合は最初の面のみ貼付 

                              

                            丸シール下部に登録番号（チェック 

デジット抜き）を記入 

                                                        

                             

 

 

 

 

 

④ 解説書 

           

           

           

           

           

           

           

           

        

      

 

   

種 類 ＮＷ－７ 

モ ジ ュ ラ ス １０ 

各 桁 の 重 み １２１２１２１２ 

分 割 集 計 する 

変 換 値 ０９８７６５４３２１ 

桁 数 ８桁＋チェックデジット 

ＣＤ使用番号 先頭２桁０８ 

色 大日本インキ １１版１８４ 

泉佐野市立図書

館 

館名シール 

上右  各５mm 

点線枠内は 

フィルム補強 

08012345 

※館名シール仕様 

１５×３０㎜、紺色 

下段にチェックデジット抜きの登録番号を押印 

丸シール（外径３４㎜、内径１８㎜） 

・上部は紺地に館名を白抜き丸ゴシッ 

ク体で印字、頭と末尾に紺地のスペー 

スを置く 

・下部は白無地 
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⑤ 収納ケース         

収納ケースは購入時のケースを使用 

              

        収納ケース（表）                       

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          

 

⑥ 保護ケース  

      

 

保護ケース（表）                保護ケース（裏） 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

泉佐野市立図書

館 

解説書付き 

返却ポストには入れないで下さい 

背ラベル 

下から５ｍｍ 

バーコード 

中央 下から 10ｍｍ 

上右 各 10ｍｍ 

泉佐野市立図書館 

08012345 

イ
ン
デ
ッ
ク
ス 

イ
ン
デ
ッ
ク
ス 

館名シール 

中央 下から５ｍｍ 

中央 切れ込みから１０ｍｍ 

背ラベル 

下から５ｍｍ 

※「解説書付き」シール仕様 

  １０×３０㎜、角とり処理 

   

※「返却ポストには入れないで下さい」シール仕様 

  １０×８０㎜、角とり処理 

注意！・「返却ポストには入れないで下さい」シールの装備のあとにインデックス部分の装備をしてください。 

   ・「返却ポストには入れないで下さい」シールがインデックスと重なる場合は、「返却ポストには入れな 

いで下さい」シールをインデックスと重ならないよう、左にずらして貼付けしてください。 
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平成２６年９月 

泉佐野市立図書館 ＤＶＤ装備仕様書 

 

 

① バーコード仕様  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

② 背ラベル  日本ブッカー 二段ラベル灰（014258） 

 

 

③ ディスク 

 

 

 

                            レーベル面に貼付 

                            両面収録の場合は最初の面のみ貼付 

                              

                            丸シール下部に登録番号（チェック 

デジット抜き）を油性ペンで記入 

                                                        

                             

 

 

 

 

 

④ 解説書 

           

           

           

           

           

           

           

           

        

      

 

   

種 類 ＮＷ－７ 

モ ジ ュ ラ ス １０ 

各 桁 の 重 み １２１２１２１２ 

分 割 集 計 する 

変 換 値 ０９８７６５４３２１ 

桁 数 ８桁＋チェックデジット 

ＤＶＤ使用番号 先頭２桁２８ 

色 大日本インキ １１版１８４ 

泉佐野市立図書

館 

館名シール 

上右  各５mm 

点線枠内は 

フィルム補強 

丸シール（外径３４㎜、内径１８㎜） 

・上部は紺地に館名を白抜き丸ゴシッ 

ク体で印字、頭と末尾に紺地のスペー 

スを置く 

・下部は白無地 

28012345 

※館名シール仕様 

１５×３０㎜、紺色 

下段にチェックデジット抜きの登録番号を押印 

 

※「解説書付き」シール仕様 

  １０×３０㎜、角とり処理 

   

※「返却ポストには入れないで下さい」シール仕様 

  １０×８０㎜、角とり処理 
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⑤ ＤＶＤケース 

         

ＤＶＤケースは、一資料につき展示用ケースと貸出用ケースを準備する 

展示用ケースは購入時のケースを使用し、ケースサイズはＷ136×Ｄ14×Ｈ190㎜を基本とする。 

それ以外のものは上記のサイズのケースに入れ替える。（※入替えは当館でおこなう） 

展示用ケースには背ラベルを貼付する。 

貸出用ケースは市販のＤＶＤケースにバーコードを貼付する。  

                           

展示用ケース（購入時のケース） 

           

           

           

           

           

           

           

            

            

 

 

     

 

 

  

           

           

                                  

 

貸出用ケース（市販ＤＶＤケース） 

           

           

           

           

           

           

           

           

          

            

 

 

 

 

 

 

 

泉佐野市立図書

館 
バーコード  

下から 10ｍｍ 

中央に貼付 

背ラベル 

下から５ｍｍ 

（正面） 

（正面） 
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泉佐野市立図書館 ＤＶＤケース装備仕様書 

 

ＤＶＤ１点につき、展示用ケースと貸出用ケースを各１箱用意する 

展示用ケースは、納品時のケースを使用する 

貸出用ケースは、市販のＤＶＤケースにバーコードを貼付して、表紙（次頁）を作成して入れる 

                           

展示用ケース（納品時のケース） 

           

           

           

          ) 

           

           

           

         

            

 

 

     

 

 

  

           

           

                                  

貸出用ケース（市販のＤＶＤケース） 

           

           

           

           

           

           

           

           

          

            

 

 

 

 

 

 

 

 

泉佐野市立図書

館 

下から 10ｍｍの位置でケース中央に 

バーコードを貼付する 

下から 10ｍｍの位置でケース中央に 

以下の文言を貼付する 

（正面） 

（正面） 

このケースは、館内展示用です 

お借りになる時はこのケースを 

窓口にお持ちください 

 

資料番号 000000000          

ケース内部に以下の文言を貼付する 

 

このケースには、ＤＶＤ本体は入っていません 

 お借りになる時は、このケースを窓口にお持ち 

 ください 

点線枠内は 

フィルム補強 

（ケース内部） 
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貸出用ケース表紙 

 

        （裏面）                   （正面） 

 

 

 

 

 

 

                     （背） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上半分にタイトルと資料番号、解説書

が付いている場合は『解説書あり』と記

入する 

下半分は切り落として、中のＤＶＤが

見えるようにする 

 

利用にあたっての注意と本体価格、価

格についての説明等を記入する 

この資料は、返却ポストには入れないでください 

かならず図書館窓口にお返しください 

ＤＶＤ本体にキズがつかないよう、お取り扱いにご注

意ください 

 

この資料は、著作権所有者より以下の表示範囲内での

利用許可を受けております。 

   上 映  館内利用 館外貸出 

    ×     ○    ○  

 

本体価格    円（著作権料込み・消費税別） 

 

当館でご利用いただく映像資料は、購入の際、著作権

料が支払われています。ご利用中に破損・紛失等で資

料が損なわれた場合は、上記の金額で弁償していただ

くことになります。 

ご了承ください。 

 

再生時間 ○○○分          

                               

泉佐野市立図書館 

 

解説書あり 

（タイトル） 

 

 

（資料番号） 

正面側の下半分は切り落として 

透明の貸出用ケースからＤＶＤ本体が

見えるようにする 

タ
イ
ト
ル
（
展
示
用
ケ
ー
ス
の
背
表
紙
を
コ
ピ
ー
し
て
貼
付
す
る) 
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