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水元図書館水元図書館
キャラクター
「ぶっくん」

「葛飾区のお知らせ」昭和57年4月５日

水元図書館は昭和５７年６月１日に区内で
６番目の区立図書館として開設されまし
た。
この図書館は保健相談所・集会所・災害備
蓄倉庫・大気総合測定室が併設される、延
べ３千６８㎡の総合施設として開設され、
当時の資料数は２万３千冊、雑誌１０９誌、
レコード、カセット各４００点を所蔵し、
利用者の皆様をお迎えしました。
平成１１年には近隣に西水元地区図書館が
開館し、その後平成２４年に照明を LED
化、空調等の改修工事を行いました。
平成２９年には新宿図書センターに併設さ
れていた「保存庫」の移転のための改修工
事を行い、保存庫が併設された図書館とし
て、同年１１月にリニューアルオープンし
ました。更に平成３０年に外壁及び防水工
事を行い、現在に至ります。

水元図書館保存庫

大人向けこわいお話会

水元図書館では平成２７年より「大人のこわいお話
会」を５年連続して開催しております。
毎年夏の風物詩として、区内に限らず区外からも多
くの方に参加していただき、お楽しみいただいてお
ります。普段図書館を利用されない方もお話会に参
加していただくことで、関連した本を借りていただ
き、より水元図書館について知っていただく良い機
会となりました。
語り手は区内の図書館や学校などで、長年お話のボ
ランティアとして活動している方々です。怖いお話
の中でも、日本の昔話を方言で語ったり、外国のお
話、また大人向けの紙芝居、最後に語り手全員で締
めくくったりするなど、バラエティにとんだ内容に
なっています。昨年の夏のお話会は中止になってし
まいましたが、開催を待ち望む声も聞かれ、今後も
続けていく予定です。

タサン志麻氏講演会

令和2年11月７日、葛飾区
在住で大人気の料理人である
タサン志麻氏をお迎えして、
水元図書館にて講演会
「食べる時間を大切に」を
開催しました。

応募者多数のため抽選となった講演会では、「料理
を楽しむこと、楽しく食べることの大切さがわかっ
た」などの感想や、再講演を望む声が多く寄せられ、
大好評にて開催することができ、志麻さんの魅力溢
れる大切な時間になりました。

いつも図書館をご利用いただきありがと
うございます。葛飾区立図書館は利用者
の皆さまに様々な図書館サービスを提
供するため、図書館機能のさらなる充実
を図ってまいりたいと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。

中央図書館長

ご挨拶目次
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P.7 亀有図書館リニューアル
 ベストリーダー、ベストオーダー
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配送専用コンテナ

紙芝居や大型絵本は大人気

ブックトークの様子

学級招待

学級訪問

図書館見学

その他の事業

団体貸出
子どもたちを図書館に招待し、
図書館の利用案内・館内見学・
ブックトーク（本の紹介）などを
行い、図書館や本に親しむ機会を

つくります。
令和元年度は、38回実施し、

2,586人の訪問があ
りました。

調べ学習や読書活動で使用する
本を貸出しています。先生方から

依頼された内容に沿って本を集めます。
それを専用の
コンテナに入れ
配送車で学校に
お届けしてい

ます。

図書館員が学校を訪問し、図書館の
利用案内やブックトーク（本の紹介）・読み

聞かせなどを行い、図書館や本に親しむ機会を
つくります。

令和元年度は、167回
訪問し、7,251人の
参加がありました。

図書館は学校と連携して、子どもの読書による心の成長を手助けしています。
また、学習用の資料として本の提供もしています。その内容をご紹介します。

社会科見学などで図書館の
見学を受け入れています。
普段、見ることができない
図書館の裏側を知ることが

できます。

読み聞かせ講座
小学校などで活躍する読み聞
かせボランティアの方を対象に
した「読み聞かせボランティア
講座」入門編、スキルアップ編

を開催しています。

児童
サービス ティーンズ（YA）向けホーム

ページがリニューアルされました

上記以外にも、学校の授業の一環で子どもたちが図書館へインタビューにくる「図書館訪問インタ
ビュー」、公共図書館と学校の図書館関係者が情報共有する「学校図書館・公共図書館連絡会」の開催
など様々な事業を実施しています。

☆彡

YA（ヤング
アダルト）
サービス

令和 2 年 6 月から図書館のホームペー
ジがリニューアル ! ティーンズ (YA)
ページもパワーアップしましたよ !

トップページにはさまざま
なお知らせがスライドショー
で流れます♪ここをクリッ
クすると、ティーンズのペー
ジへ♪♪

皆さんが描いたイラストが掲載さ
れます。各図書館で用紙を配布し
ていますので、皆さんからの応募
をどしどしお待ちしております♪

各図書館のティーンズ (YA) コーナーの見どころを写真
付きで紹介 ! 近くの図書館はどこかな ? ぜひチェックし
てみてください !

こちらをクリック
してもティーンズ
のページにいけま
す☆☆

こちらが新しくなった「ティーンズ（YA）のページ」です。
おすすめの本や各図書館の紹介、イベントなどいろいろな情報が
載っています。今回は、ページの一部をご紹介します !!
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4 5

① 先にログインしておくとスムーズです。

①

①
②

②

トップページ

①

秋本治先生の色紙（上）

葛飾図書館の写真（下）評価・コメント機能

予約方法（例）

③

②

①

※ホームページの内容等は変更になることがあります

図書館システムが新しくなり
ホームページもリニューアルしました!

①かつしかデジタルライブラリーでは、葛飾区ゆかりの作家の
自筆原稿など、貴重な地域資料をデジタル画像で閲覧できます。
②図書館名の下が〇になっている日は開館日、「休」は休館日です。
その下に開館時間も掲載されています。

① 読書記録やお気に入り登録した資料に、評価や
コメントを入れることができるようになりました。
（ご利用になるには読書記録を【利用する】に設定
する必要があります。）

② 選んだ資料を予約かごに追加します。
白く反転し「予約かごから外す」に変わり、右上の
予約かご確認に「〇件予約が完了していない資料
があります」とメッセージが表示されます。
「予約かご確認」をクリックします。

③「チェックした資料をすべて予約登録する」を
クリックし、「予約する」で予約を確定させます。

② ★の数を選び、コメントを入れて登録すると、
その内容が表示されます。
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どんなときも図書館はあなたのそばに
みなさまの図書館ライフを応援するため、令和2年にはいろいろな取り組みを行いました☆

【セミナーの内容例】
「営業アップの3つの方法」
「できるリーダーの会議術」
「新たなビジネスの種を考え

てみよう」等

中央図書館、立石図書館で行われたビジネス
セミナーの様子を、自宅でご覧いただけます☆

はてなぶっくすと
あまびえしおり

新しい生活を
図書館も応援‼

鎌倉図書館

来館していただいても
直接本棚を見て本を選
んでいただけなかった
期間に、児童室・YA・一
般室合同で職員お薦め
お楽しみパックを作り
ました。
また、期間中に来館し
てくださった方には「あ
まびえしおり」を差し上
げました。

上小松図書館
図書館の書架に入っていただけなかった期間中、
児童書を中心にした「はてなぶっくす」をご用意し
ました。おうち時間が少しでも楽しくなるよう、これ
からもみなさまのお手伝いができたらと思います。

おうち時間を楽しく 虹とあまびえ亀有図書館

児童室入口にきれいな虹がかかり、「あまびえ」が
皆さまの幸せを願って見守っていました。

お花茶屋図書館

特集コーナーで「感染症の本」や「心と体を元気に
する本」を紹介。また、返却期限票でマスコットのお
花ちゃんが感染予防を呼びかけたり、児童室では夏
休みのクイズの参加者に手作りの“あまびえお守り”
しおりをプレゼントしました。

水元図書館
「読書週間水元マラソン」として読書週間中の
スタンプラリーイベントを開催しました。

20冊達成で読書手帳、40冊達成であまびえしおり
及びリーディングトラッカーをプレゼントしました。

本を読んで前に進もう

東京都中小企業診断士協会城東支部YouTube検索

＊集計期間は令和2年1月1日から12月31日までです。
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ベストリーダー（貸出回数ベスト５）

ベストオーダー（予約回数ベスト５）

タイトル 著　者 回数順位
1 蜜蜂と遠雷 恩田陸 371
2 かがみの孤城 辻村深月 344
3 そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ 332
4 すぐ死ぬんだから 内館牧子 310
5 嫌われる勇気 岸見一郎 297

タイトル 著　者 回数順位
1 ぐりとぐら 中川李枝子 702
2 しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけん 599
3 からすのパンやさん かこさとし 597
4 もこもこもこ 谷川俊太郎 543
5 おつきさまこんばんは 林明子 537

タイトル 著　者 回数順位
1 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　1 廣嶋玲子 177
2 ころべばいいのに ヨシタケシンスケ 161
3 モモ ミヒャエル・エンデ 158
4 失敗図鑑－すごい 大野正人 152 人ほどダメだった!－  
5 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　2 廣嶋玲子 149

　 亀有図書館に新たに予約棚を設置しました。ご自身で予約棚から資料の貸出しができます。
簡易返却機も設置し、資料を機器に投入することでスムーズに返却ができます。これにより、今
までよりお待たせすることがなくなり、とても便利になりました！また館内の一部、机、いす等
も新しくなりました。設備面ではトイレの改修を行い、清潔感ある図書館に生まれ変わりました。

亀有図書館にお越しください！亀有図書館にお越しください！

一般室カウンター

工事中のようす
予約棚

タイトル 著　者 回数順位

1 ぼくはイエローでホワイ ブレイディみかこ 702 トで、ちょっとブルー  
2 流浪の月 凪良ゆう 694
3 クスノキの番人 東野圭吾 681
4 少年と犬 馳星周 481
 「育ちがいい人」だけが  
5 知っていること－今からで 諏内えみ 431
 も「育ち」は良くなる!－

空調設備等工事でお休みしていましたが令和3年1月15日より業務を再開しました。
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3 そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ 332
4 すぐ死ぬんだから 内館牧子 310
5 嫌われる勇気 岸見一郎 297

タイトル 著　者 回数順位
1 ぐりとぐら 中川李枝子 702
2 しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけん 599
3 からすのパンやさん かこさとし 597
4 もこもこもこ 谷川俊太郎 543
5 おつきさまこんばんは 林明子 537

タイトル 著　者 回数順位
1 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　1 廣嶋玲子 177
2 ころべばいいのに ヨシタケシンスケ 161
3 モモ ミヒャエル・エンデ 158
4 失敗図鑑－すごい 大野正人 152 人ほどダメだった!－  
5 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　2 廣嶋玲子 149

　 亀有図書館に新たに予約棚を設置しました。ご自身で予約棚から資料の貸出しができます。
簡易返却機も設置し、資料を機器に投入することでスムーズに返却ができます。これにより、今
までよりお待たせすることがなくなり、とても便利になりました！また館内の一部、机、いす等
も新しくなりました。設備面ではトイレの改修を行い、清潔感ある図書館に生まれ変わりました。

亀有図書館にお越しください！亀有図書館にお越しください！

一般室カウンター

工事中のようす
予約棚

タイトル 著　者 回数順位

1 ぼくはイエローでホワイ ブレイディみかこ 702 トで、ちょっとブルー  
2 流浪の月 凪良ゆう 694
3 クスノキの番人 東野圭吾 681
4 少年と犬 馳星周 481
 「育ちがいい人」だけが  
5 知っていること－今からで 諏内えみ 431
 も「育ち」は良くなる!－

空調設備等工事でお休みしていましたが令和3年1月15日より業務を再開しました。
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葛飾区立図書館報　　第89号（令和3年3月）

第７回図書館ＨＩＳＴＯＲＹ

水元図書館水元図書館
キャラクター
「ぶっくん」

「葛飾区のお知らせ」昭和57年4月５日

水元図書館は昭和５７年６月１日に区内で
６番目の区立図書館として開設されまし
た。
この図書館は保健相談所・集会所・災害備
蓄倉庫・大気総合測定室が併設される、延
べ３千６８㎡の総合施設として開設され、
当時の資料数は２万３千冊、雑誌１０９誌、
レコード、カセット各４００点を所蔵し、
利用者の皆様をお迎えしました。
平成１１年には近隣に西水元地区図書館が
開館し、その後平成２４年に照明を LED
化、空調等の改修工事を行いました。
平成２９年には新宿図書センターに併設さ
れていた「保存庫」の移転のための改修工
事を行い、保存庫が併設された図書館とし
て、同年１１月にリニューアルオープンし
ました。更に平成３０年に外壁及び防水工
事を行い、現在に至ります。

水元図書館保存庫

大人向けこわいお話会

水元図書館では平成２７年より「大人のこわいお話
会」を５年連続して開催しております。
毎年夏の風物詩として、区内に限らず区外からも多
くの方に参加していただき、お楽しみいただいてお
ります。普段図書館を利用されない方もお話会に参
加していただくことで、関連した本を借りていただ
き、より水元図書館について知っていただく良い機
会となりました。
語り手は区内の図書館や学校などで、長年お話のボ
ランティアとして活動している方々です。怖いお話
の中でも、日本の昔話を方言で語ったり、外国のお
話、また大人向けの紙芝居、最後に語り手全員で締
めくくったりするなど、バラエティにとんだ内容に
なっています。昨年の夏のお話会は中止になってし
まいましたが、開催を待ち望む声も聞かれ、今後も
続けていく予定です。

タサン志麻氏講演会

令和2年11月７日、葛飾区
在住で大人気の料理人である
タサン志麻氏をお迎えして、
水元図書館にて講演会
「食べる時間を大切に」を
開催しました。

応募者多数のため抽選となった講演会では、「料理
を楽しむこと、楽しく食べることの大切さがわかっ
た」などの感想や、再講演を望む声が多く寄せられ、
大好評にて開催することができ、志麻さんの魅力溢
れる大切な時間になりました。

いつも図書館をご利用いただきありがと
うございます。葛飾区立図書館は利用者
の皆さまに様々な図書館サービスを提
供するため、図書館機能のさらなる充実
を図ってまいりたいと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。

中央図書館長

ご挨拶目次
P.2 児童サービス
P.3 YA（ヤングアダルト）サービス
P.4・5 図書館ホームページリニューアル
P.6 どんなときも図書館はあなたにのそばに
P.7 亀有図書館リニューアル
 ベストリーダー、ベストオーダー
P.8 図書館HISTORY（水元図書館）

8


