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＠図書館 

前号にて紹介しました中央図書館の東京湾資料コーナーではこのような調べ物ができます。ぜひご活用ください。 

～「読みたい・調べたい・学びたい」に応えます～ 

新コラム！図書館のカウンターで実際に

ご質問いただいた事例を、毎号紹介します！ 

Ｑ. 船橋は昔から漁業が盛んだったと聞いたけど、どんなものが獲れたの？ 

 
[回答] 

『船橋浦漁業の沿革』によると、江戸前期の船橋浦は、船橋の漁師たちに「御菜浦（おさいのうら）」と呼ばれ、

徳川幕府に献上する魚貝を採っていたとあり、献上魚として石ガレイ、コチ、キスなどの記録が残っていると記

載されています。昭和時代ですと『船橋市の漁業』の概要（p.3）に、漁業経営体の 9 割弱がのり養殖と採貝（あ

さり）漁業に依存していたと書かれており、更に同書の「主要魚種別漁獲量」（p.4）を見ると、貝類以外にいわ

し類やかれい類など当時船橋で獲れた主なものを知ることができます。また『船橋市史 現代篇』の「水産業」の

章（p.47～84）には船橋の漁業の始まりから今後の漁業について詳しく書かれています。 

[参考資料] 

『船橋浦漁業の沿革』綿貫啓一 2000 年   『船橋市の漁業』関東農政局千葉統計情報事務所 1983 年 

『船橋市史 現代篇』船橋市史編さん委員会 1965 年  

中央図書館 

北図書館 

次のページでは 

拠点を紹介するよ 
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特集 

市内の各拠点は、図書物

流便で結ばれています。

各拠点では、他館に返却

する本や予約本などを、

行き先別に仕分けしま

す。膨大な資料を扱う作

業ですが、このおかげで、

図書物流便を効率良く回

すことができます。 

バックヤード作業 

船橋市には、4 図書館と 13 公民館等図書室、2 貸出返却

窓口の計 19 のサービス拠点があります。 

図書室は、図書館に比べると規模は小さいですが、ご高齢

の方やお子様連れの方、図書館は遠くて足を運べない方など

から、地域に寄り添った“小さな図書館”として親しまれてい

ます。 

【公民館等図書室】 
➀小室公民館図書室 

②丸山公民館図書室 

③塚田公民館図書室 

④高根台公民館図書室 

⑤海神公民館図書室 

⑥薬円台公民館図書室 

⑦坪井公民館図書室 

⑧法典公民館図書室 

⑨西部公民館図書室 

⑩新高根公民館図書室 

⑪三山市民センター図書室 

⑫浜町公民館図書室 

⑬北部公民館図書室 

移動図書館は別号で特集予定です！ 

 

西図書館 

物流量の一番多い中央図書館では、
毎日、コンテナ 30 箱分（約 2,000
冊）の資料を仕分けています。 

北習志野 

船橋日大前 

薬園台 

津田沼 

高根公団 

小室 

馬込沢 

塚田 

下総中山 

新
京
成
線 

東葉高速線 

JR 総武線 

東武野田線 

二和向台 

JR 武蔵野線 

 

東図書館 

 

北図書館 

 
中央図書館 

北総線 

 

船橋フェイス 返却ポスト 
（船橋フェイス 2 階東側エレベーターホール） 

ネットワークを支える… 
移動図書館 
（BM : Book Mobile） 

船橋市は広いため、

図書館や図書室が近

くにない地域も多い

です。そんな地域に

は、移動図書館のス

テーションを設置し

て、皆さんの元へ本

を届けています。

ふなばし三番瀬環境学習館 

船橋大神宮 

ふなばしアンデルセン公園 

ふなばしメグスパ 【図書貸出返却窓口】 
※蔵書を持たない拠点です。 

⑭夏見公民館図書貸出返却窓口 

⑮東部公民館図書貸出返却窓口 



  
✔ 幅広い世代の方のために、地域に寄り添う“小さな図書館” 
図書室は、お子様から大人の方まで読書を楽しんでいただけるよう、絵本や児童向けの物語、各

分野の入門書、人気作家の小説など、幅広く取りそろえています。規模は小さくても、色々な本に

触れることができる“小さな図書館”です。 

✔ 市内 150 万冊の蔵書があなたの手元に！ 
各図書室では、様々な分野の資料を幅広く取りそろえていますが、お近くの図書室に目的の資料

がない場合も…。そんな時！図書館・公民館等図書室・図書貸出返却窓口では、他の拠点の資料を

予約して取り寄せることができます！図書室自体の蔵書数は少なくても、市内の全蔵書を取り寄せ

て借りる“拠点”として、ご利用いただけます。（※予約できるのは、市内在住・在勤・在学の方のみです。） 

✔ どこで借りても、どこに返しても OK 
市内の拠点は図書物流便で結ばれています。借りた資料は、借りた拠点はもちろん、市内の図書

館・公民館等図書室・図書貸出返却窓口のどこにでも返却できます。船橋駅前のフェイスビルには

返却ポストを設置しています（※市外借受資料・視聴覚資料・紙芝居は、借りた拠点のカウンターでお返し

ください）。休日は家の近くの図書室へ、仕事帰りは通勤途中の図書館へ、といったような使い分け

をしている方もいらっしゃいます。 
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【住所】     【電話】 

船橋市豊富町４  047-457-6300 

【アクセス】 

新京成線三咲駅から新京成バス「セコメ

ディック病院」行きに乗車、「アンデルセ

ン公園」下車徒歩約 1 分 

▲陽射しが差し込む窓際のカウ
ンター席など、閲覧席を多くご用
意しています。 

アンデルセン公園のすぐ近く！ 

近くにお越しの際はぜひ図書室にもお立ち寄りください♪ 

▲マットが敷かれた絵本コーナー。お子

様と一緒に絵本を楽しめます（写真左）。 

書架の一角にある「わたしのお気に入り

コーナー」。皆さんでおすすめ本を紹介し

合えるコーナーです（写真右）。 

【住所】      【電話】 

船橋市浜町 2-1-15  047-434-5235 

【アクセス】 

京成本線大神宮下駅から徒歩約 8 分 

JR 船橋駅から京成バス「南船橋駅」行き

に乗車、「親水公園東」下車徒歩約 1 分 

 

▲絵本コーナー（写真左）と壁一面の雑

誌コーナー（写真右） 

板張りの広い通路があり、木のぬくも

りに包まれてゆったりとした室内です。 

▲
 

OPEN 
しました 

OPEN 
しました 



 

 

 

 

「はたこうしろう講演会」 

9 月 9 日（日）に開催しました。 

 
絵本作家のはたこうし

ろう氏をお招きし、イラ

ストや映像を交えなが

ら創作活動や遊びにつ

いてのお話をいただき

ました。 

 

２月 25 日（月）～３月１日（金）は特別図書整理期間のため休館いたします。 

返却は返却ポストをご利用ください。なお、市外借受資料･視聴覚資料･紙芝居は3月2日（土）以降、カウンターでご返却ください。 

 

 ◆平成３０年度船橋市図書館所蔵資料展 

「浮世絵に描かれた「ふね」と「はし」」 

西 

日時：2 月 26 日（火）～3 月 3 日（日） 

10 時から 19 時まで 

※3 月 3 日（日）は 17 時まで 

内容：「船」や「橋」が描かれた浮世絵を中心に展示。 

毎日 14 時からギャラリートークも開催（約２０分）。 

会場：船橋市民ギャラリー（船橋スクエア 21 ビル 3 階） 

 

日時：2 月 23 日（土）10 時 30 分～12 時 

講師：熊倉 裕子 氏（育児コンシェルジュ 株式会社明日香） 

内容：家庭での絵本の読み聞かせの仕方や絵本の紹介を行います 

会場：中央図書館 3 階児童室内おはなし室 

定員：20 組（先着順） 

対象：5 歳以下のお子さんと保護者の方 

申込：事前申込・2 月 1 日（金）9 時 30 分から 

 

◆保護者向け 絵本の読み聞かせ講座 
「子どもともっと絵本を楽しもう！！ 

家庭での絵本の選び方・つきあい方」 

 

中央 

４ 

 

船橋市文学賞児童文学部門

の選者で、「魔女の宅急便」 

シリーズで知られる角野栄

子氏をお招きし、これまでの

作家活動や作品に登場する

キャラクターの魅力等につ

いて語っていただきました。 

角野栄子氏国際アンデルセン賞受賞記念講演会 

「本のページは魔法の扉」 

10 月 28 日（日）に開催しました。 

全館 全館 

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 

 

 全館 

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/ 

 

「図書館を使った 

調べる学習コンクール表彰式」 

11 月 11 日（日）に開催しました。 

「図書館を使った調べる学習

コンクール」を今年度より実

施し、243 作品の応募があり

ました。 

審査会を経て、入賞した方の

表彰式が行われました。入賞

作品のうち 5 作品は全国コン

クールへ推薦されました。 

東図書館 

図書館カレンダー 

●…休館日 １月 21 日は東・北図書館のみ休館     
１月 28 日は西・中央図書館のみ休館    …2 月 25 日～3 月 1 日は特別図書整理期間のため休館 
      

1月 日 月 火 水 木 金 土 2月 日 月 火 水 木 金 土 3月 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30

31

人形劇（西･中央図書館）や

ブラックパネルシアター

（東図書館）、影絵劇（北図

書館）を行いました。 

子どもたちも動くキャラク

ターに目がくぎづけ！楽し

い会になりました。（写真は

北図書館の影絵劇の様子） 

 

「クリスマスおはなし会」 

１２月８日（土）～２２日（土）の期間に開催しました。 

 

入場無料 

参加無料 


