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本年４月、船橋市は市制施行 80 周年という記念すべき年を迎えました。人口は 63 万人を超え、政令指定都市を除くと全国で一番人口が多い

賑わいのある都市へと成長することができましたが、市の歴史を改めて振り返るとそれぞれの時代に多くの課題があり、それを解決した並々ならぬ

先人の方々の努力がありました。図書館の歴史にも、特筆すべきものがあります。 

昭和 21 年、終戦から１年も経たない食べる物さえ入手困難な戦後の混乱期の中、船橋市は蔵書 800 冊の図書館

を戦後県下で初めて市役所内に開設しました。当時の記録には「青少年の健全育成のために」とあります。当時の

方々が船橋市の、日本の将来をいかに強い意志を持って考えてくれていたかを象徴する出来事だったと思います。 

また、図書館の開館から間もない昭和 25 年には、「どこにでもある図書館になるな。土地の生の資料を備えた、

特色のある図書館にしよう。」という当時の職員の考えのもとで、郷土資料の収集に着手しました。今では、県内

外からも注目される様々な資料を所蔵していることは、現在の船橋市にとって大きな財産となっています。 

正しく、市民の皆様、市職員たちの思いが積み重ねられているのが船橋市の図書館であると言えます。 

図書館は、学ぶ意欲を育くみ、人生を豊かにしてくれる場所でもあります。 

西図書館のリニューアルオープン１周年を記念して刊行するこの図書館報発行をきっかけに、図書館をご利用して

いただきながら、市民の皆様の「読みたい・調べたい・学びたい」にさらに応える図書館となれるよう努めてまいり

ますので、より一層のご支援をお願い致します。 

 

～「読みたい・調べたい・学びたい」に応えます～ 
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東図書館 
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昨年 10 月にリニューアルオープンした西図書館は、おかげさまでもうすぐ開館 1 周年を

迎えます。創刊号の特集として、西図書館が開館してからの１年を振り返ります。 

船橋市図書館報・ふなばしライブラリーニュース 

創刊号!! 

 西図書館の１年を振り返る 特集 



 

  

 

▲船橋市をホームタウンに活動し、市と「相互連携・支援協力

に関する協定」を締結しているラグビーチーム「クボタスピ

アーズ」と連携イベントを開催しました（左：選手による

おすすめ本の紹介、右：ギャラリー展示） 

市内で唯一の「予約本受取

コーナー」を設置し、予約

本の受取りがスムーズに

なりました（左） 

館内には、飲食可能な休憩

コーナー（右）など、利用

者がくつろげる空間を設

けました 

▲平成 28(2016)年10月21日、待ちに待った

リニューアルオープンの日を迎えました 

▲開館記念式典では、市長らによるテープ

カットが行われました 

▲開館初日は多くの方が来館しました 

1 階カウンターは、利用券を登録する方で

長蛇の列ができました 

 

▲
 

  
「小説を読む意味って何ですか？」と質問されることがあります。答えは単純、「人は経

験によってのみ成長できるから」です。例えばサッカー未経験者にボールを渡して「明日

からＪリーグで活躍してね」と言っても絶対に無理ですよね。ギターを弾いたことのない

人にギターを持たせても同じこと。 

でも、練習をして「経験」を積んだら可能になるかも知れません。小説は、主人公の人

生のクライマックスを脳内で「経験」できる手軽な道具です。100 冊読めば「100 人分の

経験」ができます。つまり、読むほどに経験値が高まり「人生の達人」に近付けるのです。

たくさんの小説に触れて、味わい深い人生を送りましょうね。 

【プロフィール】 

船橋市出身・在住の作家。代表作に『夏美のホタル』『虹の岬の喫茶店』『あなたへ』など。 

西船橋を舞台に描いた小説『きらきら眼鏡』は、2018年夏公開予定で実写映画化が決定している。 

▲船橋市立医療センターと連携し、医療講演会・相談会を毎

月実施（左） 3 階フロアには、医療センターが推薦する

図書を集めた「医療情報コーナー」を設置しました（右） 

 

▲「セカンドブック事業～おいでよ！ 

としょかん～」を開始し、子供たちが

本に親しめる機会を増やしました 

人はなぜ小説を読むの？  作家・森沢明夫さん 開館１周年に寄せて 

２ 

▲
 

▲市内 4 図書館と船橋市観光協会

で巡回展「図書館資料に見る船橋

の 80 年」を開催しました 

 

▲
 

特集 

市民の皆様からご要望の

多かった学習コーナーを

設置。全 35 席（左） 

多目的室では、図書館講座

を毎月開催しました（右） 

▲作家の森沢明夫さんによる講演会 

「ふるさと船橋とともに…」を 

市民文化創造館で開催しました 

ＣＤの貸出しを開始しました 



  平成 29 年 4 月から、4 図書館において、開館日数の拡充及び開館時間の延長を実施しました。 

１）毎月最後の月曜日を除く月曜日を開館（開館日数の拡充） 
 平成 28 年度まで、毎週月曜日は休館していましたが、毎月最終月曜日を除く月曜日を開館することとしました。 

２）平日の開館時間を午後８時まで延長（開館時間の延長） 
リニューアルオープン後の西図書館でのみ実施していた、平日午後 8 時までの開館を、４図書館すべてで実施

することとしました。 

「開館日数の拡充」「開館時間の延長」は、市民の皆様のニーズ、他市での実施状況、図書館の運営体制の整備等

を精査する中で、図書館サービス推進計画に基づき、段階的に検討・実施してきました。 

より多くの皆様に図書館をご利用いただけるよう、今後も図書館サービスの向上を図っていきます。 

 

 

平成 29 年４月から、４図書館のうち３図書館（中央・東・北）に指定管理者制度を導入し、 

「TRC・野村不動産パートナーズ共同企業体」が管理運営を行っています。 

市の職員により運営する西図書館を含めた 4 図書館で、民間事業者のノウハウも活かしながら、きめ細やかな 

情報発信や読書相談が気軽に行える環境の整備、講演会等多彩なイベントの開催など、更なる図書館サービスの向上

を図り、市民の皆様の「読みたい・調べたい・学びたい」に応える地域の情報拠点を実現していきます。 

  

 

船橋市デジタルミュージアム開館！ 

▲
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いつでも・どこでも・だれでも～WEB上で高精細画像をご覧いただけます 

西図書館は、古文書や浮世絵、古地図などの貴重資料を約 7,500 点

所蔵しています。この資料の中から選んだ 883 点と、郷土資料館や市が

所蔵する美術品とともに 1,000 点以上をインターネットで一挙に公開

しました。資料の公開点数はもちろん、ミュージアムのトップ画面で昭和12年

市制施行当時の船橋市の四季をご覧いただけるほか、目利き番頭船えもん

がご案内する成田詣、浮世絵に隠れた船えもんをさがす「「目利き番頭船

えもん」をさがそう」や「ふるさと船橋の地名を知る」…など、市民の

皆様に親しんでいただける見どころ満載の展示を心がけました。 

おかげさまで、7・8 月の総アクセス件数は 83,469 件。多くの皆様に

ご覧いただきました。まだご覧になってない方は、ぜひご覧ください！ 
▲「大船橋市之鳥瞰」 
（「東京朝日新聞号外（新興船橋市の誕生）」部分） 

市制施行当時の船橋市の四季の移ろいを 

アニメーションでお楽しみいただけます 

✿各館の特色を活かす図書館づくり 

中央図書館は「ビジネス支援」、東図書館は「教育」、北図書館は

「緑の情報」に力をいれ、サービス拡充に努めます。 

❶ 開館日数の拡充・開館時間の延長を実施 

❷ 中央・東・北図書館に指定管理者制度を導入 

✿きめ細やかな情報発信 

指定管理者独自開設のホームページや、中央図書館に

設置したデジタルサイネージで情報発信を行っています。 

▲指定管理館ホームページ 

デ
ジ
タ
ル 

サ
イ
ネ
ー
ジ 

▲
 

３ 

7月7日 

 ＊「船橋市デジタルミュージアム」で検索 

URL：https://trc-adeac.trc.co.jp/WJ11C0/WJJS02U/1220415100 



 

 

 

船橋市図書館 読みたい・調べたい・学びたいに応えます 

船橋市西図書館  船橋市西船 1-20-50   電話 047-431-4385 

船橋市中央図書館 船橋市本町 4-38-28   電話 047-460-1311 

船橋市東図書館  船橋市習志野台 5-1-1  電話 047-463-3611 

船橋市北図書館  船橋市二和東 5-26-1   電話 047-448-4899 

 

■船橋市図書館ホームページ 

https://www.lib.city.funabashi.chiba.jp/ 

■船橋市図書館フェイスブック 

https://www.facebook.com/funabashi.library/ 

４ 

船橋市デジタルミュージアム 

「目利き番頭 船えもん」 をさがそう 

人気投票開催中！～10/31(火)まで 
～皆様が選ぶ浮世絵に、船えもんが隠れます!～ 

7 月 7 日に開設した船橋市デジタルミュージアムでは、

西図書館所蔵の浮世絵に隠れた「船えもん」を探し出す

コーナー「「目利き番頭船えもん」をさがそう」をお楽

しみいただけます。 

このたび、西図書館開館１周年記念事業として、

「船えもん」が隠れる浮世絵を皆様から募集します！ 

候補の浮世絵の中から、お好きなものを選んで投票し

てください。得票数の多かった浮世絵を、「船えもんを

さがそう」の題材に使用します！ 

お一人様、何票でも投票いただけます。多くの方のご

参加をお待ちしております！ 

＊投票は「船橋市デジタルミュージアム」内特設ページ 

「船橋市デジタルミュージアム」で検索 

https://trc-adeac.trc.co.jp/WJ11C0/WJJS02U/122

0415100 

◆図書館講座 

「民話－聴き耳の旅 50年」 

日時：11 月 19 日(日)14 時～16 時 

講師：米屋 陽一 氏 

内容：伝えられる資料とともに、口承文芸の

世界についてお話しいただきます。 

定員：先着 30 名 

会場：西図書館３階多目的室 

申込：11 月 1 日(水)9 時 30 分から 

◆図書館で学ぶ身近な医療 

「よくわかる糖尿病のはなし」 

日時：11 月 16 日(木) 14 時～16 時 

講師：岩岡 秀明 氏 
（船橋市立医療センター 代謝内科部長） 

内容：糖尿病についてわかりやすくお話し

いただきます。 

定員：講演会先着50名、相談会先着 9名 

会場：西図書館３階多目的室 

申込(相談会のみ)：11月1日(水)9時30分から 

西 

◆朗読会 

日時：11 月 5 日(日)14 時～15 時 講師：原きよ氏 

内容：船橋ゆかりの作家・太宰治の作品を、フリーアナウンサー

で朗読家の原きよ氏による朗読で味わいます。 

定員：先着 50 名（18 歳以上の方） 

会場：習志野台公民館講堂 申込：10月20日(金) 9時30分から 

東 

◆ぬいぐるみのおとまり会 
日時：11 月 18 日(土)14 時～14 時 30 分 

内容：お気に入りのぬいぐるみと一緒にえほんの会を楽しんだ

後、ぬいぐるみ達はそのまま図書館にお泊り。夜の図書

館で、ぬいぐるみ達はどんなことをするのかな？ 

定員：先着 20 組 申込：11 月 3 日(金)9 時 30 分から 

北 

◆中央図書館育児コンシェルジュ子育てひろば 

日時：10 月 27 日(金)，11 月 24 日(金) 

   各回 11 時～11 時 45 分 

内容：中央図書館育児コンシェルジュを通して、手遊びや絵本

の読み聞かせを楽しんだり、参加者の皆様で子育てにつ

いての話題などで交流しませんか？  

対象：・0 歳～未就学児の子供とその保護者 

・出産予定のプレママ 

会場：中央図書館 3 階おはなし室 

中央 

公式ＨＰ・facebook で情報発信中！ 

※イベントの詳細は、船橋市図書館ホームページ、 

図書館等のポスター・チラシをご覧ください。 

図書館講座

「旧葛飾町の歴史と地名」

14時～15時30分

講師：綿貫 啓一氏

場所：西図書館

「夜空に描く光の風景～

イルミネーションの世界」

14時～16時

講師：丸々 もとお氏

場所：西図書館

3階多目的室

定員：先着50名

「図書館ツアー」

①10時～

②14時～

各回40分程度

場所：西図書館

定員：各回先着10名

街歩きイベント

「徳川家康と御成街道」

10時～12時30分

講師：仲村 章氏

定員：先着20名
※荒天の場合は29日(日)に延期

「1日図書館員」

10時～16時

場所：西図書館

対象：小学校4年生～18歳

定員：先着10名
医療講演会・相談会

「肺炎を予防しよう！」

14時～15時

場所：西図書館3階多目的室

定員：講演会・先着50名

相談会・先着9名

相談会は事前申込

事前申込

事前申込

事前申込

図書館講座

「北斎・広重が

描いた房総の風景

～西図書館の浮世絵から～」

14時～15時30分

講師：西図書館職員

場所：西図書館３階多目的室

定員：先着30名

「図書館ツアー」

①10時～

②14時～

各回40分程度

場所：西図書館

定員：各回先着10名

事前申込
西図書館脱出ゲーム

「館長を救え！」

ゲーム開始受付

①10時～11時

②13時～14時

場所：西図書館

定員：各回先着10組

事前申込

図書館講座

「豊国・国芳が描いた

房総の人～西図書館

の浮世絵から～」

14時～15時30分

講師：須藤 元夫氏

場所：西図書館

3階多目的室

定員：先着30名

「秋のおはなし会」

11時～11時30分

場所：西図書館

1階おはなし室

対象：2歳～小学生と

保護者

※イベントの詳細は、船橋市図書館ホームページ、図書館等のポスター・チラシをご覧ください。

※事前申込みの募集は、8・９日は9/1(金)から開始しました。

それ以外は10/1(日)の9時30分から開始し、定員になり次第締め切ります。

「秋のおはなし会」

15時30分～16時

場所：西図書館

１階おはなし室

対象：2歳～小学生と

保護者 事前申込

ギャラリー展示 1日（日）～31日（火）

「オールスター！浮世絵師

～北斎・広重・豊国・国芳～」

※前期（～15日）、後期（16日～）で展示資料を

入れ替えます

「図書館スタンプラリー」

21日（土）～11月8日（水）
※西・中央・東・北図書館の児童カウンターで、スタンプラリー

シートを配布します

※10月12日(木)、30(月)は休館日です

当日先着

当日先着事前申込


