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～「読みたい・調べたい・学びたい」に応えます～ 

船橋市図書館報・ふなばしライブラリーニュース 

図書館、活用していますか？ 特集 

図書館では、資料をご利用いただくにあたって、便利なサービスがいくつかあります。皆さま

は「返却しに来たら図書館が閉まっていた」「北図書館に行ったけれど、借りたい本は西図書館

にしかなかった」などと困ったことはありませんか？ 

実は、図書館では、閉館していても本を返すことができたり、借りたい本をお近くの図書館等

で受け取ったりすることができます。 

それらのサービスを使って、図書館をぜひ活用してみませんか？ 

皆さまは、それらのサービスを使って、船橋市図書館を活用されていますか？ 
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予約 市内所蔵がある資料の利用申込みをすること 

リクエスト 
市内所蔵がない資料の利用申込みをすること 

(リクエスト頂いた資料は提供までお時間がかかります) 

資料の種類 貸出点数 貸出期間 

①本･雑誌･紙芝居 10 点 2 週間 

②カセットブック･朗読 CD 2 点 2 週間 

③DVD･ビデオ(VHS)･CD 2 点 1 週間 

自動貸出機の使い方 

借りる 返す 図書館には、自動貸出機を設置しています。 
使い方は簡単！まだ使ったことがない方は、 
ぜひご利用ください。  

 

申込 

市内の資料は借りた場所以外でも 
返却することができます。  

 
 

受取 

返却場所はさまざま 

図書館･公民館図書室等どこでも受取り 

 

予約･リクエストともに 

市内在住･在勤･在学の方が申込みできます 

4 図書館、11 公民館等図書室、2 図書貸出返却

窓口、移動図書館「まつかぜ号」、船橋駅フェイ

スビル 2 階自由通路ブックポストへの返却のほ

か、窓口が閉まっている時は、各施設の「ブッ

クポスト」へ返却することができます。 

 

注：CD や DVD 等の視聴覚資料、紙芝居、 

他市から借り受けた資料は、ブックポスト

では返却できません。 

カウンターへお持ちください。 

 

借りたい資料の
数を入力し 
つぎへすすむ 

をタッチします 

返却日の書か
れた用紙を忘
れずにお持ち
ください 
OK と出たら
完了です 

 

カウンター以外でも予約可能 

②

③

利用券の 
バーコードを 
赤いランプに
かざします 
 

インターネットでも* 

④  

資料の受取場所を指定できます。 

 

カウンターはもちろん、以下の方法でも 
資料を予約できます。 
(リクエストはカウンターのみ) 

 

 

例えば･･･ 

★普段は西図書館を利用しているが、仕事帰りに 

北図書館で受取りたい。 
 

★図書館までは遠く、近所の公園に巡回している 

移動図書館「まつかぜ号」で受取りたい。 
＊移動図書館の巡回日程は、図書館ホームページまたは図書

館･公民館図書室等でご確認いただけます。 
 
予約をする際に、受取場所の指定が可能です。 
ご希望の場所をお選びください。 
また、パスワードを取得しメールアドレスを登録すると、
資料が用意できたことの連絡メールが届きます。 

 

２ 

特集 

予約から返却まで便利なあれこれ 

自動貸出機の
台へ借りたい
資料を置いて 
画面をタッチ
します 

 

① 

電話でも 

（開館時間内） 

予約 

図書館の検索機でも* 

予約 

＊リクエストをお断りする場合があります 

＊パスワードの取得が必要です 

（パスワードは利用券提示で即日発行可能） 

 

本のタイトルが分からない時でも 
職員にお尋ねください。お調べします！ 

＊①～③で 1 人合計 10 点まで 

 

その他分からないことは 

いつでもお声掛けください！ 

カセットブック･朗読 CD は中央・北図書館、DVD･
VHS は北図書館、CD は西図書館に所蔵しています。 
それぞれ予約で取り寄せることもできます！ 

予約とリクエストの違い 船橋市図書館で借りられる点数/期間 



 

 

  

 

 

３ 

市民の皆さまの財産である資料を大切に管理し、有効活用するための業務やイベントを行っています。 

特別図書整理 

リサイクルブックフェア 

図書館が所蔵する本や雑誌、ＤＶＤ等の資料は、図書館

システムのデータベースに情報を登録し管理しています。

皆さまが館内の検索機やホームページから資料を検索し

たり、予約したりできるのも、資料の情報がデータベース

で管理されているからです。 

このデータベースを正しく機能させるには、実際に配架

されている資料が正しく整列している必要があります。そ

こで年 1 回、図書館が持つ全ての資料の点検・整理を行

い、正しい位置に並んでいるか、資料が無くなっていない

か確認する業務を行っています。これを「特別図書整理」

といいます。書架の整列や清掃は、普段の図書整理日（7,8

月を除く毎月第 2 木曜日）にも行っている業務ですが、 

特別図書整理では、専用の機器で資料の IC タグを読込み、

データベース上の登録情報と照合させる作業を行います。

これにより、データベースと一致しない資料をリストアッ

プし、不明資料の有無や他館の資料が紛れていないか等を

確認しています。 

船橋市図書館には約 150 万点の資料があります。それら

を一挙に点検・整理していくため、その作業量は非常に膨大

なものとなります。そのため、ある程度の期間の休館が必要 

となります。今年度は、

皆さまのご理解、ご協力

のもと、9 月 25 日～29

日の 5 日間を休館し、円

滑に業務を進めること

ができました。ご協力あ

りがとうございました。 

イクルブックフェア」を開催し、皆さまに

無償で提供しています。毎年、大変好評の

イベントで、今年も 10 月 28 日、29 日の

2 日間開催しました。延べ 1,017 人の方に

ご来場いただき、合計 7,746 冊の図書が新

たな持ち主のもとに渡りました。 

各図書館では、このリサイクルブックフ

ェア以外にも、不定期でリサイクル図書の

配布を行っているほか、毎月第 1 日曜日に

はリサイクル雑誌の配布も実施しています

（どちらも無料）。ぜひご利用ください！ 

▲専用の機器で資料の IC タグを読込みます 

▲大勢の方にご来場いただきました 

図書館では、常に新しい情報を皆さ

まに提供するため、図書の受入を随時

行っています。これらの図書は皆さま

に長年ご利用いただきますが、それと

同時に、利用頻度が低下した図書も増

え、やがて書庫に収まりきらなくなり

ます。 

図書館では、これらの中から一定の

基準を満たしたものを、図書館の蔵書

から抜き取りますが、図書の有効活用

を図るため、廃棄せずに年 1 回「リサ 

 

館長のひとり言 

こんにちは、東図書館の館長の岩崎樹里です。 

10 月に創刊号が出ました「FUNABASHI LIBRARY NEWS」の館長のひとり言のトップバッターを 

させていただきます。平成 29 年の 4 月に、船橋市の図書館にお隣の習志野市から異動をしてきました。 

皆さまは最近本を読んでいらっしゃいますか？最近はあまり読んでいないという方は、以前読んでみて 

この本は共感できないと思った本を再読してみませんか？私の場合は「赤毛のアン」がそうでした。 

小学生の頃に読んだものの特に何も感じることはなかったのですが、 

20 歳過ぎの頃に友人に再読を薦められて半ば強制的に読まされた（正直な感想です）ところ、 

共感できる場面が数多くあり、一気に「アンの娘リラ」まで読了してしまいました。 

今では好きな本の 1 冊です。機会があればモンゴメリーの故郷を訪ねてみたいと思っています。 

私が経験を積んだり、成長したことにより、本を理解できるようになり、共感できたのでしょう。 
 

皆さまも多くの本に出会っていただきたいと思っております。 

是非図書館を利用して本を読んでみてください。 

 

東図書館事業「朗読会」にて 

講師の原きよ氏(右)と岩崎館長(左) 

 



 

 

 

 

 

 

◆平成29年度船橋市図書館所蔵資料展 
「拡大版 オールスター！浮世絵師

～北斎・広重・豊国・国芳～」 

期間：2 月 20 日(火)～25(日) 
10 時～19 時 

※最終日は 17 時まで 

内容：西図書館が所蔵する貴重資料の中

から浮世絵などを展示。 

会場：船橋市民ギャラリー・無料 

（スクエア 21 ビル 3 階） 

◆西図書館ギャラリー展 

「船橋から応援！ 

WE ARE! CHIBA LOTTE!! 

千葉ロッテマリーンズ巡回展」 

期間：2 月 9 日(金)～3 月 4 日(日) 

内容：千葉ロッテマリーンズの活躍を収め

た写真パネルや選手が使用したユニ
フォーム、バット等を展示。 

会場：西図書館 2 階ギャラリー・無料 

※3 月 7 日(水)～船橋アリーナへ巡回 
 

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 

 

 

 

 

 

 

10/1～11/30の間で実施しました、 
「「目利き番頭 船えもん」をさがそう」 

人気投票は、約 200票の投票が集まりま
した。上位 6点は以下のとおりです！ 

第１位「勧進大相撲土俵入之図」 

 

 

 
 
 

 

第 2 位「従上総下総海辺冨士遠望」 

第 3 位「勧進大相撲取組之図」 
第 4 位「川中島信玄謙信対決の図」 
第 5 位「将軍猪狩松戸駅舟橋行列の図」 

第 6 位「御礼参り贔屓船之図」 

これらの浮世絵が新たに加わりました！

ぜひホームページからお楽しみ下さい！ 

 

 

 

●…休館日   …北図書館「牛乳パックで工作会」   …西図書館「平成 29 年度船橋市図書館所蔵資料展」 

    …西図書館「千葉ロッテマリーンズ巡回展」開始 

2月 

西 

11 月に 2つのイベントを開催しました 
「船橋市中央図書館で 
ボードゲームを楽しもう！」 

11 月 12 日（日） 

「決算書の見方」 

11 月 19 日（日） 

公認会計士の出雲栄一

先生をお招きして、決算

書についてお話を頂き

ました。当日は幅広い年

代の参加者が集まりま

した。皆さん真剣に聞き

入っていました。 

「チケット・トゥ・ライ

ド」や「宝石の煌き」な

どのゲームを行いまし

た。どのテーブルからも

楽しそうな声や次の手に

悩む声が聞こえてきて、

賑やかな 3 時間でした。 

※記載の休館日は図書館のみ。 
公民館図書室の休室日は配布カレンダー、又は図書館のホームページをご覧ください。 

「チターとフルートとチェロのコンサート」 

8 月 26 日(土)に開催しました 

ドイツ在住のケルバーご一家によるコンサート

は終始アットホームな雰囲気の中行われました。 

チターといえば「第三の男」のほか、誰もが知る

日本の名曲の演奏、さらに最後は参加者全員で

「リンゴの唄」を大合唱！夏の終わりに穏やかで

そして楽しいひと時を提供してくださいました。 

東図書館 

 

※イベントの詳細は、図書館ホームページ、ポスター・

チラシをご覧ください。 

子供たちが大切にしている「ぬいぐるみのお友だ

ち」が図書館におとまりし、図書館内を探検する

というイベントです。18 組の皆さまが参加して

くださいました。これを機会にますます図書館を

身近に感じて頂けたら幸いです。 

「ぬいぐるみのおとまり会」 

11 月 18 日（土）に開催しました 

４ ４ 

「図書館ツアー」など、開館 1周年を記念した特

別イベントを数多く開催しました。週末には 2週

連続で大型台風が接近し、悪天候の中での開催と

なったイベントもありましたが、ギャラリー展へ

の来場や「「目利き番頭 船えもん」をさがそう」

の人気投票数を合わせると、延べ 1,000 人を超

える方々にご参加いただきました。ご参加くださ

った皆さまありがとうございました！ 

▲秋のおはなし会 ▲ギャラリー展 

▲西図書館脱出ゲーム 

10 月は西図書館開館 1 周年記念月間として、

様々なイベントを開催しました！ 

毎年恒例の「秋のおはなし会」や毎月開催して

いる「ギャラリー展」はもちろん、館内で謎解

きをする「西図書館脱出ゲーム」、地下書庫やバ

ックヤードなどを見学することができる 

▲図書館ツアー 

人気投票 
結果発表!! 

 
◆牛乳パックでパズル工作会 
日時：２月 1７日(土)13 時 30 分～15 時 
内容：身近にある牛乳パックを使って、パズルをつくります！ 

   ころころ絵がかわるおもしろくてかわいいパズルです。 
定員：先着 10 名（5 歳から小学生まで） 
会場：北図書館2階会議室 申込：２月１日(木) 9時30分から・無料 
 

北 

中央図書館 

北図書館 

図書館カレンダー 

1月 3月 

公式ＨＰ・Facebook で情報発信中！ 

■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/ 

船橋市デジタルミュージアム 


