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暑い夏もようやく過ぎ去り秋の気配を感
じる季節となりました。読書の秋ですね。
中央図書館および公民館やコミュニティセ
ンターでは、様々なイベントを開催してい
ます。ご家族そろってお出かけください。
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■10 月１日市民の日

お 知 ら せ

企画展 ：『市原市民歌』
展示期間：11 月中旬まで
展示場所：１階展示架
展示内容：歌詞及び市原市に関する資料
市原市に市民歌があるのはご存知ですか。
ぜひ市民歌を口ずさんでみませんか。

■「子ども読書感想画コンテスト」
入賞作品展
展示期間：10 月 27 日（土）-11 月 11 日（日）
展示場所：１階中央カウンター前

各読書施設をまわってスタ
ンプをもらってください。
イベント参加でも、もらえ
ます。3 個たまるとプレゼント
がありますので
お・た・の・し・み・に
に！！

■子ども読書活動
推進フォーラム
第1部
『武田美穂 氏 講演会』
第 2 部 『ビブリオバトル』
日時：12 月８日（土）
場所：勤労会館（YOU ホール）
※詳しくは館内ポスター及び
ちらしをご覧ください

平成２９年度

利用者アンケート結果報告（概要）
平成３０年３月４日（日）から１０日（土）
まで、来館者（中学生以上）を対象に利用者ア
ンケートを行いました。配布数 480 名に対し
て、４６５名（回収率 96.９％）にご回答をい
ただきました。
アンケート結果では、約 8 割の方に総合的な
ご満足はいただいておりますが、本や雑誌の
数・種類の充実、開館時間の延長などのご要望
や、飲食スペースの提供及び、Wi-Fi の提供など
のご意見が多く寄せられました。また、昨年か
ら窓口や電話応対を委託しました。今後、検討
しながら、
「知の情報拠点」として地域や市民の
課題解決のために必要な情報を提供するサービ
スを行っていきます。

総合的な満足度
不満0.5%
やや不満0.7%
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ふつう16.7％

サービスの充実及び新しいサービス
ベスト１０
本の数や種類
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専門書
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駅などへの返却ポストの設置

64

開館日の増加

62

講座や講演会など

天井耐震化等工事のため、
図書の位置が変わっています。
本を探すとき、お気軽に、
レファレンスカウンターを
ご利用ください。

55

サービスについて
（催しもの）
わからない
64.1％

やや満足
21.9%

調べ物の相談
やや満足45.8%

満足9.4%

やや不満
4.1%

よく利用する3.9%
不満0.5%
知らなかった
15.9％

たまに利用する
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子ども読書活動推進フォーラムや

皆様のニーズに合った資料を
充実させていきます。

利用はしない69.3%

文学講座、映画会を開催していま
す。ぜひ、ご参加ください。

館内の飲食について
ペットボトル及び密閉のできる水筒
閲覧席、ソファーでのみ
飲むことが出来ます。

視聴覚資料の返却等について
各公民館及びコミュニティセン

食べ物、
缶、紙パック
その他、密閉できない飲み物

中央図書館では高齢者向け

ター図書室で視聴覚資料（CD

サービスとして、高齢者でも

DVD ビデオ ）を返却すること

楽しめる、紙芝居の貸出を行

ができます。

っています。

また、予約した視聴覚資料の受
以下の飲み物及び食事はできません。

高齢者向け紙芝居について

け取りもできます。

第２フロア『医療・健康情
報サービスコーナー』にあり
ます。

※返却ポストは、利用できません。

詳しくは中央図書館の窓口
にお声かけください。

<さくらももこさん>
漫画家のさくらももこさんがお亡くなりになり、各メディアで大々的
にとりあげられました。ファンの人ばかりではなく、彼女と同世代の
人たちにとってそれは大きな衝撃でした。さくらももこさんは漫画家
だけでなく、エッセイストとしても大変人気のある方です。彼女のエ
ッセイは、まるでまるちゃんが目の前にいて話してくれているような
親しみの持てる文章で、それが中学生・高校生にもうけ、『もものかん
づめ』
『さるのこしかけ』
『たいのおかしら』
（全て集英社刊）は、たく
さんの予約が入り、貸出された記憶があります。これまでエッセイに縁
のなかった人たちに、エッセイを手に取るきっかけを作ってくれたのが
彼女の作品だったように思います。図書館の書棚は「日本十進分類法」というものに従って本を並
べています。この規則では小説とエッセイを区別して別々に並べることになっています。しかし、
小説家がエッセイを書かれることは多々あり「分かりにくい」という市民の皆様からのお声をいた
だいたため、中央図書館では小説とエッセイそして紀行文を混合して並べることにしました。（日本
の作品のみ）。すると、いくつもの棚を渡り歩かなくて済むようになりお客様からは好評のようです。
さくらももこさんのエッセイもその他たくさんの小説と一緒に並んでいますので、ぜひ探してみてく
ださい。
さくらももこさんが亡くなって中央図書館では、貸し出しカウンターの横に彼女の本を集めた、
特設コーナーを設けています。。多くの人がそこから本を手に取り貸し出しをされていきます。
さくらさんがその様子をみたら「まるでスーパーのレジ横にあるガムみたいだよ」と笑って喜んで
くれるでしょうか。
ご冥福をお祈りします。
（✿）

毎日新聞社 社長・IOC 委員

ふるさと市原を知る本
『チバニアン（千葉時代）

『高石 真五郎 展』開催
■展示期間
平成 30 年 10 月 2 日（火）－
11 月 29 日（木）
開館時間中、閲覧自由
＊2 階…水・金曜日 午後 5 時まで
■開催場所
１階 郷土・行政資料展示コーナー
「ふるさと市原に輝く人物コーナー」
２階 展示ケース
1978 年、市原市鶴舞の高石四郎治の五男
として生まれる。慶應義塾大学卒業後、毎日
新聞社記者となり渡英。1905 年ロシアに赴
き唯一の日本人特派員として戦後のロシア情
勢を報道、文豪トルストイとの会見、ハーグ
万国平和会議での、韓国独立運動のスクープ
は著名。のちに毎日新聞社社長をつとめ、戦
後は東京オリンピック等の誘致に貢献した。

解説パンフレット』
第 72 回地学団体研究会総会（市原）
準備委員会

（館内閲覧資料・場所等は
カウンターにお尋ねください）

市原市田淵の養老川川岸で、今から 78 万年前に
地磁気が逆転したことを示す地層が見つかりまし
た。このことから、今まで地質時代として「第四
紀更新世中期」と呼ばれていた時代に「千葉時
代」を表す「チバニアン」という名前が付けられ
る可能性が出てきたのです。これが決まれば、世
界中のこの時代が「チバニアン」と呼ばれるよう
になるのですが、地質学の言葉はとても専門的で
わからないことがたくさんあります。本書は、地
質学の専門家が用語や意味をわかりやすく解説し
たパンフレットです。この機会にぜひ手に取って
みてください。

子ども職場体験

《 一 日 図 書 館 員 》
8 月 1 日（水）
、2 日（木）
、７日（火）
の３日間で、小学４年生から６年生までの
児童 48 名が参加しました。
「こんなにも本
がたくさんあるなんてびっくりした。」
「本
をもとの場所に戻すのがむずかしかった。
」
「図書館の仕事がいろいろ体験できて楽し
かった。」
「将来、図書館で働きたいと思っ
た。」「本の整理の仕方やラベルの色の違い
がわかって勉強になった。
」など、感想を語
ってくれました。

《職場体験・社会奉仕体験・図書館実習》
７月から８月にかけて、３０名近くの小中学校等の先生や大学生が
図書館で体験や実習を行いました。図書館はいかがでしたか？
返ってきた本を棚に戻したり、図書館の使い方の説明を受けたりして
いただきました。これからも、ぜひ図書館を活用してください。
図書館内に、体験・実習の際に作成した、おすすめ本の POP を、
本と一緒に紹介しています。ぜひご覧ください。

中央図書館天井耐震化等工事のお知らせ
中央図書館第 1 フロアの天井耐震化等のため、工事を行っています。
工事に伴いまして、下記のとおり全面休館、一部休館となります。
工事期間中、騒音・振動により大変ご迷惑をおかけいたしますが御協力お願い申し上
げます。
【全面休館期間】
[第１期]平成３０年９月３日（月）～１０月１日（月）
[第２期]平成 31 年 1 月下旬～平成 31 年 2 月下旬
【一部休館期間】※第 1 フロアのみ休館
平成 30 年 10 月 2 日（火）～平成 31 年 1 月下旬予定
※工事の進行状況により、上記期間が前後する場合がございます。

≪中央図書館利用案内≫
★開館時間 午前 9 時 30 分～午後 5 時
※水・金曜日は一般開架のみ午後 7 時まで
ただし、祝日の場合は除く
※児童室・視聴覚コーナーは全日午後 5 時まで
★貸出冊数・貸出期間
図書・雑誌 10 冊まで
視聴覚資料 2 点までいずれも 2 週間

★休館日 毎週月曜日
毎月平日最終日（月末図書整理日）
特別整理期間（蔵書点検等）
年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）
★初めてカードを作るには
住所氏名の確認できるもの（運転免許
証等）をお持ちください。

