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こんにちは。船橋市北図書館・館長の吉田です。今回は北図書館の AV コーナーを紹介させていただきます。  

AV コーナーには映画の新作から旧作、レンタルショップではあまり見かけない舞台芸術、歴史や紀行のドキュメ

ンタリーなど幅広いジャンルの作品を取り揃えています。また、DVD のほか、VHS・LD(レーザーディスク)・VHD

など、店頭からすでに消えてしまったメディア(媒体)も少量ですが現役で活躍しています。 

ご興味のある方は是非一度体験してみてください。 

私は大学 2 年生の時「映画論」という講義を受講していました。講義はとてもユニーク  

で自由、課題は１年間で 100 本の映画を映画館で鑑賞し、リストを作成して提出し、 

そのリストを元に教員から様々な質問を受けるというものでした。後にも先にも 1 年間 

で 100 本も映画をみたのは大学 2 年の 1 年間だけです。もう何をみたのか、作品名は 

ほとんど忘れてしまいましたが、一番印象に残っているのは、お祭り広場でみた無声映画  

です。活動弁士の語りが面白くて、迫力があり、場内が笑いと拍手で大盛況だったのを  

覚えています。 

皆さまにも思い出に残る本や映画に出会っていただけるよう、図書館の資料を充実させて  

いきたいと思います。今後とも北図書館をよろしくお願いいたします。  

自分が予約した資料がどのような流れで手元に届くのか気になった

ことはありませんか？ 

「どうして時間がかかるの？」「リクエストってなに？」 

今回は、そんな疑問にお答えするべく、”予約の裏側”を特集します！ 

選書担当のオススメ本紹介！ 

↓↓↓ 

【春の新生活本まつり】P.3 

 

特集 

館長のひとり言 北図書館館長 吉田欣子
き ん こ

 

 



 

 

 

  

予約・リクエストの 

所蔵あり 

所蔵なし 

購入 

市外から取り寄せ 

書店に注文した本は、 

バーコードや、※ブックコート 

フィルムをかけて納品されます。 

納品 読み終わった本を違う棚に戻されてしまうと、

なかなかみつけられないことも・・・。 

登録 
ラベル等の装備が終わった本は図書館システムに

所蔵データを登録します（他市から取り寄せた本は

仮のデータを登録します。）。 

貸出されていない本は、 

毎朝職員が予約リストを

元に探しています。 

毎日約800件の予約リスト

が出ています。 

本を探す 

他の図書館・図書室受取の本はメール便の車に乗せて

運びます。開館日は毎日運行。船橋市は広く 1 日では 

回りきらず、２日かけて全図書館・図書室等を回ります。 

メール便 

図書館協力車・郵送 
千葉県の図書館協力車は週１回、 

船橋市北図書館にきます。県外から 

取り寄せる場合は郵送となります。 

貸出 
予約・リクエストされた 

皆さまの元に届きます！ 

そんな疑問を解決！ 

今回は予約の裏側を 

紹介します！ 

予約したのに、なかなか 

届かないのはなんで？ 

予約・リクエストをした後、どのような流れで皆さまのお手元に届くのか？ 

今回は予約・リクエストの仕組みをご紹介します！ 

収集方針等に合わない本

はお断りすることも 

あります。 
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予約とリクエストの違い 

船橋市の図書館に所蔵がある本は「予約」、 

所蔵がない本は「リクエスト」となります。 

予約・リクエストともに市内在住・在学・在勤の

方のみご利用いただけます。 

※ブックコートフィルムって？ 

図書館の本にかけられているビニールの透明シート

のことを「ブックコートフィルム」といいます。本を

汚れや日焼けから守ってくれます。ネットや大型文具店

でも販売されていますので、ご自宅の本でも試してみ

てはいかがでしょうか？ 

リクエストができないもの 

（予約） 

（リクエスト） 

雑誌・紙芝居、カセットブック・朗読

CD、DVD・VHS、音楽 CD については 

リクエストを受付けていませんが、今後

の資料収集の参考とさせていただきます

（雑誌・紙芝居については他市からの取

り寄せが可能です）。 

ラベル・バーコードのいろいろ 

本の「背」に貼られているラベルが、並べられている

棚や図書館によって違うことにお気づきですか？ 

バーコードも館によって色が違います。ちなみに 

バーコードは西図書館が青、中央はオレンジ、東は茶色、

北はピンクになっています。 

できるだけ皆さまのお手元に 

早く届くよう日々がんばって

います！ 

特集 

受付 
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「仕事常識」 

著者：日本経済新聞社 

出版者：日本経済新聞社 

出版年月：2004.3 

請求記号：336シ 

周囲に反感を買わずに夏休みを取得するには…？デキる人にな

るためのビジネス英文とは…？「社会人なら常識」なことでも、 

意外と知らない「常識」が盛り込まれた一冊。 

書名 著者 出版社 出版年 請求記号 

新社会人の教科書 日本サービスマナー協会 学研プラス 2016.2 336シ 

女性はマナーで 

9割変わる！ 

吉田博子 他 中経出版 2008.10 336シ 

「きちんとしている」 

と言われる「話し方」

の教科書 

矢野香 プレジデント社 2015.9 336キ 

 

書名 著者 出版社 出版年 請求記号 

大学 1年生の歩き方 トミヤマユキコ 

他 

左右社 2017.4 377タ 

野宿入門（ちょっと

自由になる生き方） 

かとうちあき 草思社 2012.6 786ノ 

船に乗れ！ 藤谷治 ジャイブ 2008.11 Fフオ 

 

書名 著者 出版社 出版年 請求記号 

果実酒・果実酢・

ジャム・シロップ 

ワタナベマキ 家の光協会 2016.9 596カ 

緑と暮らせば 松田行弘 グラフィック社 2013.9 629ミ 

キッチンとダイ

ニングのレシピ 

黒田秀雄/ 

キッチン知識 

グラフィック社 2014.2 527キ 

 

書名 著者 出版社 出版年 請求記号 

不良定年 嵐山光三郎 新講社 2005.2 914.6ア 

奔走老人 谷川洋 ポプラ社 2016.5 372ホ 

65歳からの 

セカンドライフ 

宮崎雄二 幻冬舎 2017.6 493ロ 

 

「スーパーカブ」 

著者：トネ・コーケン 

出版者：KADOKAWA 

出版年月：2017.5 

請求記号：F トコ 

親も友達もお金も趣味も、ないないづくしの女の子“小熊”。 

特に不満もない日々に現れたスーパーカブとの出会いが彼女を 

変えてゆく。誰にもきっとこんな出会いはある！読書との出会い 

にも最適な読みやすいお話です。 

「DIYで作る 

ナチュラルな子ども家具」 

出版者：主婦と生活社 

出版年月：2016.4 

請求記号：592テ 

「ゆうとりあ」 

著者：熊谷達也 

出版者：文藝春秋 

出版年月：2009.3 

請求記号：Fクタ 

入園・入学を迎えるうれしい春。リビングで子どもの成長を一緒

に見守ってくれるおしゃれな家具を手作りしてみませんか？本棚や

スツールなど、家族みんなで使える家具がたくさん紹介されています。

わかりやすい写真と図が豊富。 

定年後、理想郷「ゆうとりあ」で生活を始めた主人公たちの

悪戦苦闘する姿を、コミカルに描いた小説。 

セカンドライフについて色々と考えさせられますが、人によって

は苦笑いの連続かも。年齢を問わずおすすめします。 

船橋市図書館で所蔵する本を選んでいる各館の選書担当が、この春新たな生活を始める方々へおすすめする本を選びました！ 

西図書館 

選書担当者が 

選びました！ 

中央図書館 

選書担当者が 

選びました！ 

東図書館 

選書担当者が 

選びました！ 

北図書館 

選書担当者が 

選びました！ 



 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

５月 

※記載の休館日は図書館のみ。 
公民館図書室等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。 

   
：6 月 17 日(日)10 時～11 時 

講師: 安斎幸裕氏(花火愛好家)  
：夏の花火大会を楽しむコツや花火の仕組み、写真の撮り方を

教えていただきます 
会場：習志野台公民館 集会室 1･2 

：小学 3 年生から 6 年生の親子 7 組 ※事前申込制 

申込: 6月1日(金)9時30分から 
 

東 

「牛乳パックでパズル工作会」 

２月 17 日(土)に開催しました 
 

牛乳パックを使ってパズルを作りました！ 

ころころ転がして絵が変わっていく楽しいパズルです｡ 

13 人の子どもたちが参加してくださいました。 

鳥や魚の絵に色を塗ったり 

好きな絵を描いたりして、 

オリジナルのパズルを上手に 

作ることが出来ました。 

北図書館 

「介護離職をしないために」 

2 月 4 日(日)に開催しました 

現在介護をしていない方も、介護と仕事を 

両立している方も、将来介護離職をしない 

ためにはどうすればよいのか、船橋市在住の 

社会保険労務士･藤井健氏に分かりやすく 

丁寧に教えていただきました。 

 

東図書館 

◆花火を楽しもう 
 

西図書館 

図書館カレンダー 
●…休館日 5 月 21 日は東・北図書館のみ休館      …西図書館 有栖川有栖講演会 

5 月 28 日は西・中央図書館のみ休館     …東図書館「花火を楽しもう」   

◆有栖川有栖講演会「ミステリ国への誘（いざな）い」 
 
日時：5 月 27 日(日)14 時～15 時 30 分 
講師：有栖川有栖氏（作家） 
内容：制作秘話、ミステリの魅力、読書の楽しさについて語っていただきます。 

会場：宮本公民館 2 階講堂  定員：300 名（多数抽選）  
申込：往復はがきに住所、氏名、電話番号、先生への質問、手話通訳・要約筆記
希望の有無を明記の上、〒273-0031 船橋市西船 1-20-50 

西図書館有栖川有栖講演会係まで【１枚で２名応募可、5 月 14 日(月)必着】   
 

西 

 

 
会場には、葛飾北斎や歌川広重ら著名な浮世絵師が描いた浮世絵が

勢ぞろい！”空摺り（からずり）” や ”雲母摺り（きらずり）”など当時

の摺り方を解説したパネル展示や大型ディスプレイを用いた船橋市

デジタルミュージアムの公開、西図書館職員によるギャラリートーク

も行われ、浮世絵の世界を見て・聞いて・堪能する資料展となりました。 

浮世絵師 勢揃い！ 
「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～」 

2月 20日(火)から 25日(日)まで 

船橋市民ギャラリーで開催しました 
  

 

西図書館 

４ ４ 

 

西図書館 

弁護士の泉響子氏と第一法規株式会社の山内享郎氏

に、相続に関する法律の解説や法学系データベース

を活用した判例の調べ方等を通じ、終活のあんな

こと・こんなことを詳しく解説いただきました。 

これだけはやっておきたい終活講座 

「はじめての遺言と相続 

～法律と判例から～」 

1 月 20 日(土)に開催しました 
  

 

4月 1日（日）からネットワーク化している 

公民館図書室の利用時間を延長しました！ 
 
図書館とネットワーク化している市内11公民館等

図書室と 2 図書貸出返却窓口の利用時間を延長し、 

9 時 30 分から 17 時 00 分までご利用いただける

ようになりました。 

今後とも皆さまのご利用をお待ちしています。 

 

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 

 

千葉ロッテマリーンズが西図書館にやってきた！ 

～千葉ロッテ巡回展&図書館講座～ 

2月 9日(金)から 3月 4日(日)まで 

西図書館 2階ギャラリーで開催しました 
 

選手が実際に使用したバットやユニフォーム、写真パネルなど 

約 100 点が並んだ光景はまるでマリーンズ・ミュージアム！ 

野球ファンをはじめ多くの方にご来場いただきました。 

応援メッセージコーナーには、今シーズンの活躍を期待する 

熱いメッセージがたくさん集まりました！ 

また、展示期間中の 2 月 25 日（日）にはマリーンズアカデミーの武藤一邦（むとうかずくに）

ヘッドコーチを招き、図書館講座「これからの指導者へのメッセージ～子どもの力を伸ばすコツ～」

を開催しました。武藤コーチの豊富な経験に基づく熱い語りに、参加者の皆さまも熱心に聞き

入っていました。 

※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 

 

４月 ６月 

中央図書館 本が探しやすくなりました 

衣類・裁縫、手芸、食品・料理（請求記号：593、

594、596）のコーナーを刺繍、編み物、お菓子など、

ジャンルごとに細かくわけました。背表紙には目印

のシールも貼っています。以前より探しやすくなって

いますので、ぜひご利用ください！ 

 
中央・東・北図書館で電子新聞の閲覧がはじまりました！ 

電子新聞の閲覧が 3 月 1 日(木)から始まりました。タブレット端末で 

朝日･産経･日経･毎日の 4 紙が、各図書館の参考室で閲覧可能です。 

過去の記事や、地方記事も読むことができます。 

 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31


