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http://www.library.ichihara.chiba.jp

中央図書館では、利用者の皆様の図書等の資料の活用や学習及び調査研究の為に、
公衆無線 LAN（フリースポット）を設置しました。
１階の全てのフロアで無料にて Wi-Fi が利用いただけます。
「スマートフォン」や「タブレット」でインターネットを閲覧することができるよ
うになりました。
※ノートパソコンなどの打鍵音を発するキーボード等を備えた機器については、持込
みパソコン席（８席）に限ります。
本サービスの詳細な利用方法等については中央図書館内に掲示してある「公衆無
線 LAN 接続サービスの提供について」をご覧頂くか、「市原市立図書館 Web
サイト（ホームページ）http://www.library.ichihara.chiba.jp をご参照ください。
詳しい利用方法、注
意事項は QR コード
をご参照ください。
※ 本サービスの提供につきましては、FREESPOT 協議会の認証システムを使用しています。
詳しくは「http://www.freespot.com/」をご覧ください。

市原市立中央図書館公式 Twitter
アカウントを開設しました

手軽に中央図書館の情報を受け取れるよ

う、公式 Twitter を始めました。
イベント情報、図書館司書おすすめ本の
紹介、展示図書や特設コーナーの内容など
のほか、中央図書館周辺の桜の開花やイチ
ョウの黄葉情報など、四季折々の話題に至
るまで、中央図書館や各読書施設のタイム
リーな情報を発信していきます。
ぜひ、フォローをお願いします。

公式 Twitter アカウント:@ ichihara_tosho

◆公式 Twitter

利用者アンケート結果報告（概要）

令和元年度

令和元年１２月１２日（木）から２５日（水）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８００名に
対して、６２６名（回収率７８.３％）にご回答をいただきました。
アンケート結果では、約 6.5 割以上
の方に総合的なご満足はいただいて
やや
不満
おりますが、本‣雑誌・視聴覚資料
満足度
不満
1.1%
の数・種類の充実、開館時間の延長
3.3%
などのご要望や、快適さ及び資料の
満足
探しやすさなどのご意見が多く寄せ
28.5%
られました。今後内容を検討しなが
ふつう
ら、「知の情報拠点」として多くの
30.1%
やや満足
方に利用される図書館となるよう努
めていきます。
37.0%

サービスの充実 ベスト１０
及び新しいサービス

本の数量や種類
開館時間
雑誌
視聴覚
閲覧席の数
快適さ
資料の探しやすさ
専門書
開館日
貸出期間

157
100
94
93
73
71
70
69
66
63

ご意見ご要望に回答します。

新着資料はどこにあるの？
自動販売機を設置してほしい
中央エントランス入口右側に設置しました。
館内利用方法
ペットボトル
及び密閉でき
る水筒は閲覧
席、ソファー
やイスでのみ
ご利用ができ
ます。

食べ物、缶、
紙パックその
他密閉できな
い飲み物はご
利用できませ
ん。

中央カウンターの向か
いのセルフ貸出機の隣
にあります。

児童室カウンターの
向かいにあります。

駐輪場の屋根をつけてほしい

し

台風 15 号
で被害にあっ
た駐輪場の屋
根ができまし
た。

寄贈の申込方法は中央図書館の中央カウンター、各
公民館図書室にてご用意してある「市原市立中央図書
本の寄贈を受付けています。受け入れ基準 館資料寄贈・寄託申込書」に記入し、申込書だけをお
は、①出版されて５年以内の図書②出版されて 持ちください。（中央図書館のＨＰで申込書をダウン
から６年以上経っているが、市原市に関する図 ロードする事もできます。）２週間ほどで「市原市立中
書です。※高度な専門書、教科書、学習参考書、 央図書館資料寄贈・寄託承認通知書」が郵送されます
ゲームの攻略図書、破損汚損のある資料は受付 ので、申込書を提出した施設へ承認通知書に記載され
けしておりません。また、確定しても状況によ ている本をお持ちください。平成 30 年度は 1,074 冊
の寄贈がありました。ありがとうございました。
り活用できない場合もあります。

個人の資料を寄付したい

2020 年の春を迎え、新たな気持ちで出発した方も多いのではないでしょうか。昨年は、
”自然災害”の恐ろしさ、そして、今年に入り感染症の恐ろしさと様々なことがありました。
特に見えない感染症は、いつどこでと不安の毎日です。マスク等も品不足になり困った方も
多かったのではないでしょうか。図書館も、休館続きで皆様には大変ご不便をおかけしまし
た。でも、こんな時だからこそ多くの情報を収集し、吸収する時だったのではないでしょう
か。図書館は、様々な情報の宝庫です。マスクを作られたという方もいました。マスクの作
り方の本、図書館にあります！ぜひ、ご利用ください。
（貸出中の場合は予約ができます）わ
からない時は、カウンターにお尋ねください。
さて、春は、出会いの季節でもあります。どんな出会いが待っているでしょうか。一生の
友となる出会い、多くの影響を受ける出会い、さらには、これからを共にする出会い等待ち
遠しいですね。春は、本との出会いの季節でもあります。図書館にもたくさんの新しい本が
並びます。ぽかぽか暖かくなってきました。感染症の早期終息後、ぜひ、お散歩がてら新し
い本との出会いにいらっしゃいませんか。図書館職員一同みなさまのお越しをお待ちしてお
ります。
（S）

市原市田淵の地磁気逆転地層を含む地層「千葉セクション」を、前期―中期更新世境界の
GSSP とすることが国際地質科学連合会の理事会で認められ、約７７万４千年前から約１２
万９千年前の地質年代の名称を「チバニアン」と呼ぶことが正式
に決定しました！
チバニアンの決定を受けて、中央カウンター前にチバニアンの
コーナーを設置しています。チバニアンに関する図書の展示、貸
出もしておりますので、ぜひお越しください！
また、養老川沿いにある「チバニアンビジターセン
ター」では、チバニアンの時代の地層や当時の環境な
どをわかりやすく解説した展示と映像の放送を行って
おります。
チバニアン時代の
地層や当時の環境を
学ぶことができる施
設です。

チバニアンビジターセンター

チ バ ニ ア ン 展 示

定期発行される閲覧用雑誌の提供スポンサーとして、本のカバーなどに広告を掲載する雑誌ス
ポンサーを募集します。

カバーに
広告掲載期間 掲載を決定した翌月から令和 3 年３月 31 日（金）まで
広告掲載
掲載箇所・内容
掲載箇所
内容
雑誌カバーの表面
縦４㌢×横 13 ㌢以内の企業名
雑誌カバーの裏面
A４サイズ以下の広告
雑誌用書棚の扉
掲載料
広告を掲載する雑誌の令和 3 年 3 月分までの購入代金
（雑誌の一覧と購入代金は、市原市立図書館ウェブサイトから確認が出来ます。）
申込方法 中央図書館にある申込書（市原市立図書館ウェブサイトからダウンロード可）に必要事項
を書き、広告案を添えて、持参してください。
注意事項 市の基準により、掲載できない場合があります。
募 集
随時
現在のスポンサー企業様
問合先
中央図書館 0436（23）4946

市原市臨海部工場連絡会八幡支部（雑誌名 「いぬのきもち」「ねこのきもち」）
（株）三井 E＆S ホールディングス、三菱製鋼（株）千葉製作所、昭和電工（株）千葉事業所
宮地エンジニアリング（株）千葉工場、古河電気工業（株）千葉事業所、富士電機（株）千葉工場
DIC（株）千葉工場、不二サッシ（株）千葉工場、ライオン（株）千葉工場、山九（株）千葉支店
市原市臨海部工場連絡会五井支部（雑誌名 「化学工業」「散歩の達人」）
AGC（株）千葉工場、宇部興産（株）千葉石油化学工場、KH ネオケム（株）千葉工場
コスモ石油（株）千葉製油所、JNC 石油化学（株）市原製造所、
（株）千葉サンソセンター五井工場
デンカ（株）千葉工場、日本曹達（株）千葉工場、日立化成（株）五井事業所
丸善石油化学（株）千葉工場

市原市臨海部工場連絡会姉崎・千種支部
（雑誌名 「おとなの週末」
「暮しの手帖」
「子供の科学」
「日経トレンディ」
）
出光興産（株）千葉事業所、JSR（株）千葉工場、ＪＸＴＧエネルギー（株）千葉製油所
（株）JERA 姉崎火力発電所、住友化学（株）千葉工場、ダウ・東レ（株）千葉工場
東レ（株）千葉工場、日本板硝子（株）千葉事業所、三井化学（株）市原工場

≪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１階第１フロア・第２フロアの
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）
★初めて図書利用カードを作るには
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。

