
本多図書館
☎（042）324-2022
思（042）322-Ｄ202

本多1－Ｃ－1

光図書館
☎（042）5Ｃ6-590Ｃ
思（042）5Ｃ1-14Ｃ0
光町3－13－19

もとまち図書館
☎（042）325-4222
思（042）32Ｃ-9413
東元町2－3－13

並木図書館
☎（042）321-99Ｃ2
思（042）32Ｃ-9331
並木町2－12－3

本多図書館駅前分館
☎（042）324-0505
思（042）324-0505
本町4－1－9－4F

恋ケ窪図書館
☎（042）324-192Ｃ
思（042）32Ｃ-9412
西恋ヶ窪4－12－Ｄ

［ホームページ］
　hががp://library.kokきbきnji.ed.jp/

［モバイルサイト］
　hががp://library.kokきbきnji.ed.jp/mobile/

［ツイッター］ユーザー名＝@kokき_library
　hががp://がwiががer.com/kokき_library
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国分寺市立図書館

平成2Ｄ年度の

図書館業務を振り返って

①資料の購入

平成2Ｄ年度は約1万4千冊の図書

を購入し、蔵書は約60万4千冊とな

りました。限られた予算の中で、新

刊図書の購入、リクエスト本の購入

を中心に、全館で収集の調整を行い、

できるだけ重複しないように幅広く

選書・収集しています。

また、情報や内容が古くなった本

の買い替えや、足りない分野の資料

の補充も各館で行っています。

②資料の貸出

個人貸出は、平成2Ｄ年度は約93

万冊で、昨年度と比べ約3万冊減少

しました。

③リクエスト件数

リクエスト予約件数は年間16万5

千件で、前年度と比べ9千件減少し

ました。予約全体のうちの約Ｃ2％

が、インターネットからの予約でし

た。リクエストの対応に関しては、

新規の購入の他に都立図書館や他の

市区町村の図書館との相互協力を利

用した提供を行っています。しかし、

人気作家の新刊や話題となった本に

は予約が集中し、複数の蔵書を用意

していますが長期間お待たせしてし

まう状況になっています。

④「第二次子ども読書活動推進計画」

5カ年計画の4年目で、さまざま

な業務に取り組みました。資料の収

集の面では、団体貸出用セットの買

い替えや大型絵本などの購入、行事

の面では「小さい子のためのおはな

し会」や幼児から小学生低学年向け

の「おはなし会」、夏休み・冬休み

・春休みの「映画会」を市内全館で

実施しました。また、児童文学講座

・講演会や、学校や家庭で絵本等を

読み聞かせする方のために、読み聞

かせ講習会を開催しました。

平成29年度は、30年度からの5

カ年計画になる「第三次子ども読書

活動推進計画」を策定します。

②障害者サービス

光図書館の専門業務である障害者

サービスでは、所蔵の「声の図書」（カ

セットテープ）のデイジー化（デジ

タル化）を計画的に進め、2Ｃ年度

からＤタイトルずつ、合わせて16タ

イトルをデイジー化しました。平成

2Ｃ年度からは国会図書館視覚障害

者用データのダウンロードの活用も

始め、視覚障害の利用者に貸出しを

行いました。

最近、本の汚れや水濡れなどが目立つケースが増えています。

図書館の本を読む際に気を付けてもらいたいことをまとめました。

国分寺市立図書館　平成28年度実績

●本が濡れると元に戻りません●

　本は濡れると元に戻りづらいです。これか

らの季節は、ペットボトルの水滴などが知ら

ないうちについてしまうことがあります。雨

でバッグにしみ込んだ水で濡れたり、バッグ

の色が本に染み込むこともあります。図書館

の本はビニール袋などに包んで持ち歩くこと

をお勧めします。

●うっかり本を濡らしてしまったら●

　すぐに、濡れているページ1ページごと

に水を吸い取りやすい紙を一回り大きく切

って挟んでください。本の上から重石をし、

時々紙を挟みかえるとかなり元の状態に近

くなります。乾きかけてからだと元に戻ら

なくなるため、早い処置がおすすめです。

●汚れも落ちません●

　ものを食べたり飲んだりしながら本

を読むと、食べ物の油やシミが本につ

くことがあります。また、お料理やお

庭の手入れなど、作業をしながら本を

見ても、水・調味料・泥などが付着し

て取れないことがあります。

●うっかり本を破ってしまったら●

　セロハンテープは時間がたつと茶色くな

って本に付着します。図書館には修理専用の

テープがそろっていますので、ページが取れ

たり破れた場合は、ご自分で修理せず、カウ

ンターの職員へ申し出てください。

●たばこにも注意●

　本にはにおいが付きやすいです。図書館

では、たばこのにおいが気になる本は、消

臭剤を入れたポリ袋に密封するなどして、

においが取れてから次の利用者に貸出す場

合もあります。予約の多い本などは、その

分だけ次の利用者をお待たせすることにな

ります。

●こんなときは●

　本を紛失した、ページがなくなった、

シミや書き込みが多い、ひどく濡れて元

に戻らないなど、図書館で修復や対応が

できないことがあります。次の利用者に

読んでもらうことができない状態になっ

てしまった場合は、原則同じ本で弁償し

ていただくことになります。

図書館の本はみんなのものです。次に借りる方が気持ちよく読めるように、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

本は大切に

平成2Ｄ年度　個人貸出件数

図書雑誌 ＣＤ 合計

本　多 254,5Ｄ0 11,129 265,Ｃ09

恋ケ窪 1Ｄ4,635 2,ＤＣ5 1ＤＣ,510

光 1ＤＣ,306 2,Ｄ35 190,141

もとまち 120,45Ｃ 2,00Ｄ 122,465

並　木 135,134 5,465 140,599

駅前分館 1Ｃ,ＤＣ3 424 1Ｄ,29Ｃ

合　計 Ｄ99,9Ｄ5 24,Ｃ36 924,Ｃ210
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▲恋ケ窪図書館▲並木図書館▲光図書館・しんかんせん文庫

▲ブックポスト▲もとまち図書館▲本多図書館・駅前分館・ブックポスト

■�利用登録　市内在住、在勤・在学の方、相互
利用をしている市（国立市・府中市・小平市
・立川市）にお住まいの方が登録できます。�
登録には、住所・氏名が確認できるもの（免
許証・保険証・社員証・学生証など）が必要
です。

■�貸出　本は1人12冊（相互利用の方は5冊）、
ＣＤは2タイトル（相互利用の方は1タイト
ル）で貸出期間は2週間です。
　雑誌の最新号は閲覧のみです。

■�予約　本は1人12冊、ＣＤは2タイトル予約
ができます（相互利用の方を除く）。ＨＰか
らの予約はパスワードの発行（要本人確認）
が必要です。

■�開館日　午前9時30分～午後5時（本多図書
館は火～金曜日午前9時30分～午後Ｄ時、
　光図書館は午前9時30分～午後Ｃ時）

■�休館日　毎週月曜日・年末年始・特別整理日

※祝日は午前9時30分～午後5時開館
　月曜日・祝日は、本多図書館・光図書館は開館

利用案内

　おはなしグループ「おはなしのくにピッピ」さんをスペ

シャルゲストに迎えます。なにをやるかはお楽しみ。

日時：Ｃ月26日（水）午後2時～

会場：並木図書館おはなしのへや

対象：幼児・小学生

� →並木図書館☎（042）321―99Ｃ2

　図書館職員によるおはなし会です。いつものおはなし会

のスペシャル版です。

日時：Ｄ月2日（水）　会場：恋ケ窪図書館2階　おはなしのへや

対象：乳幼児　　　　午前11時～

　　　幼児・小学生　午後3時30分～

� →恋ケ窪図書館☎（042）324―192Ｃ

並木図書館 恋ケ窪図書館

①子ども読書の日講演会

　平成2Ｄ年5月14日

� 山口　雅子さん

「子どもの目で絵本を楽しむ」

●大人とは異なる、子どもにと

っての絵本の楽しみ方や絵本の

記憶。アットホームな空間の中

で、読み聞かせや絵本の素晴ら

しさをあらためて感じさせてく

れる素晴らしいお話でした。

②もとまち図書館児童文学講座

　平成29年1月25日

� 藤田　浩子さん

「おはなしで　あそぼ」

●講演の前から遊びがあり、ワ

クワク感いっぱい。数々のわら

べうたや手遊びのレパートリー・

小道具を見せてくださいました。

大人も子どもも一緒に楽しめる

時間でした。

④もとまち図書館児童文学講座

　平成29年3月25日

� 川端　誠さん

「絵本とともに旅をして」

●多くの絵本を手掛けている川

端さんによる、絵本製作の裏側

や絵本ライブなど、普段は聞け

ないお話が満載。大人も子ども

も引き込まれ、絵本の奥深い魅

力がいっぱいでした。

③並木図書館講演会

平成29年2月1Ｄ日藪内　竜太さん

「好きこそものの上手なれ

� ―動物画家薮内正幸」

●当日は貴重な原画をお持ちいただ

き、原画展も開催。父である薮内

正幸さんについて、さまざまなエピ

ソードを交え、ユーモアたっぷりに

お話いただきました。多くの原画に

囲まれる中での贅沢な時間でした。

毎年主催・共催でさまざまなイベントを行っています。

今回は2Ｄ年度に実施した図書館主催の4講演会・講座を紹介します。

　本を予約したのに電子メールが届かない。そんな利用者の皆さんにご確認

いただきたいことが二つあります。

1．電子メールのアカウントに関して

　アカウントの設定によっては、メールが正しく届かないことがあります。

以下のようなアカウントをお持ちの方は、ぜひアルファベットで始まるアカ

ウントのメールアドレスに登録しなおすことをおすすめします。

メールは届いてますか 電子メール設定についてのお願い

好ましくない例

●数字の0や記号で始まる 例　-_-kokきbきnji@　0kokきbきnji@

●同じ記号が連続 例　----kokきbきnji@

●＠の前に記号 例　kokきbきnji.@

2．迷惑メールの設定に関して

　携帯電話等では迷惑メール防止機能でパソコンからのメールを受信しな

いように設定していると、図書館からのメールは受信拒否されてしまいま

す。以下のアドレスからのメールを受信できるように設定してください。

library@kokubunji.ed.jp

　電子メール設定は面倒なことで

すが、一度設定すればリクエスト

のお知らせをスムーズに受け取れ

るようになります。ぜひご活用く

ださい。

平成28年度国分寺市立図書館主催講座・講演会
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●今年度のイベント情報は、図書館だより・市報・ホームページ・チラシなどをご覧ください。


