葛飾区立図書館報

第90号（令和４年３月）

令和３年６月２日、東京かつしか赤十字母子医療センター内に、にいじゅく地区図書館がオープンしました。
清潔感あふれる館内に開放感のある大きな窓、木のぬくもりを感じる書架が明るく温かな空間を演出していま
す。病院内の区立図書館は全国でもめずらしく、子どもを迎える、子どもを育てるといった家族にとって知り
たい情報のある図書館を目的としています。また、病院との協働事業の絵本準備講座を行うなど、出産前・出
産後の読書支援にも積極的に取り組んでいます。

ご挨拶
いつも図書館をご利用いただきありがとうございます。葛飾区立図書館は令和３年９月１日から電子書籍サー
ビスを導入いたしました。図書館利用登録のある区内在住・在勤・在学の方にご利用いただけます。併せて、
オンラインによる図書館利用登録も始まりました。また、全図書館にWi-Fi環境を整備いたしました。今後も資
料や情報を取得しやすく快適な図書サービスを提供してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

葛飾区では乳児健診（３～４か月健診）・3歳児健診のお知らせに絵本の引換券を同封しています。
母子健康手帳といっしょに図書館にお持ちください。絵本をプレゼントいたします。

ブックスタート（乳児対象）で

セカンドブック（3歳児対象）で

お渡しするもの

お渡しするもの

絵本5冊の中から1冊

ブックスタートパック

絵本『ととけっこう よがあけた』
冊子『ファーストブック』
図書館利用案内
読書手帳など

令和3年度対象の絵本『はらぺこあおむし』、
『どろんこハリー』、
『こすずめのぼうけん』、
『ぐりとぐら』、
『 三びきのやぎのがらがらどん』
冊子『セカンドブック』
読書手帳

※絵本は変更になる場合があります。

☆ブックスタートってなあに？☆

地域に育つすべての赤ちゃんと保護者に、絵本をきっかけとした楽しいひとときをお届けするための事業です。
体の成長にミルクが必要なように、ともに本を楽しむ時間は、心の成長にとってかけがえのないひとときとなり
ます。1992年にイギリスではじまり、現在日本では地区町村自治体の事業として全国的に行われています。
葛飾区では３～４か月の子どもに、図書館から絵本をプレゼントしています。

☆セカンドブックってなあに？☆

葛飾区ではブックスタートに続く事業として2013年からスタートしました。３歳の子どもを対象に絵本を手渡
し、おはなし会や読み聞かせなど図書館の活動を通じて心豊かな時間を過ごすことや絵本にふれることの楽しさ
・大切さをお伝えしています。

☆読書手帳ってなあに？☆

ブックスタート、セカンドブック事業では絵本と一緒に「読書手帳」をお渡ししています。お気に入りの本のタ
イトルや感想、読み聞かせをしたときの子どもの様子を書き留めてみてはいかがですか？２冊目以降も図書館
でお渡ししていますのでぜひご活用ください。
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※主に中学生・高校生をはじめとする10代の若者向けのサービスです。

※

葛飾区立図書館では、毎年夏に中高生向けの読書リストを発行しています。
どんな風に作られているのかな！？完成までの一年間をのぞいてみよう♪
直近１・２年間に出版された本の中
から、各図書館のＹＡ担当者がおす
すめの本を推薦していきます。

本が決まったら、書評を書いたり、
デザインを考えたりして、紙面を作
っていきます。

ＹＡだけで毎年数百冊の本が図書館に
入ってくるよ。

イラストを応募していただくと表紙に
載るかも！？完成まであと少し！

推薦されたすべての候補本を読
み比べ、最終的に約20冊を選ん
でいきます。

使用する紙やインクの種類など、
様々な打ち合わせや校正作業を経
て、完成！

多いときには50冊くらいの候補本
が集まるので、全部読むのも大変。
（でもガンバルゾ！！）

このシールが目印。ＹＡ担当
が自信をもっておすすめする
本ばかりなので読んでみてね。

オススメ本紹介動画

ワンブックはYA担当がティーンズ向けのオススメ本を紹介している動画で、
令和３年からスタートしました。今回はその内容をちょっとだけご紹介！

短い動画の中に
オススメポイントを
ぎゅっと凝縮 ！

各図書館のＹＡ担当が
図書館の魅力とオススメの本
を動画でご紹介☆
毎月１冊ＵＰされています♪

動画は図書館の
ホームページから☆
借りたい本があったら
図書館へＧＯ♪
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！こちらをクリック！

電子書籍
サービス
。
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電子書籍ご利用案内

葛飾区立図書館ホームページにて、現在お使いの利用者ＩＤ（利用
カードの番号）とパスワードでご利用いただけます。

（葛飾区に在住・在勤・在学しており、葛飾区立図書館の利用登録をしている方のみ）

<利用案内>
貸出点数
貸出期間
延長期間
予
約
取置期間

２点まで
２週間
２週間
２点まで
１週間

電子書籍
QRコード

予約が入っていない場合は、利用期間内に１回だけ延長できます。
延長ボタンをクリックしてから、2週間となります。

＊図書館のすべての資料が、電子書籍でご覧になれるサービスではありません。
詳しくは図書館ホームページの「電子書籍サービスをご覧ください。」
＊電子書籍の利用は無料ですが、インターネット通信料は利用者負担となります。

電子申請で
図書館の利用登録が
できるようになりました

Wi-Fi接続が
可能になりました

（葛飾区内すべての図書館）
接続方法については、葛飾区立図書館ホームページより
（利用案内→図書館内でのインターネットサービス→公衆
無線LANサービス）またはQRコードをご活用ください。

電子申請での申込は、葛飾区立図書館
ホームページよりご確認ください。
（利用案内→利用の手引き→オンライン利用者
登録申し込みについて）

問合せ先
電
話

レファレンス
サービス

例えば

葛飾区中央図書館
03-3607-9201

質問①「亀有」は昔「亀なし」と呼ばれていたそうだが、
いつ頃のことか？
質問②「人工イクラって、どうやって作るのかしら？子どもが
作ってみたいと言うんだけど…作れるの？」
過去のレファレンス事例をご覧になりたい方は
QRコードを読み取りください。
【回答】
①正保元年（1644年）
『葛飾区史 増補 上巻』
（葛飾区役所/編 1985 p.1126）
②ご家庭で、作れます。
『やってみよう！理科の工作－小学生向け－』
（川村康文/著 東京理科大学川村研究室/著
エネルギーフォーラム 2016 ｐ.64）

わからないこと・調べたいことがあるときは、お気軽
に各館のカウンター職員にご相談ください。必要な資
料を一緒に探したり、関連施設等をご紹介します。
図書館ホームページから質問事項を入力してメールで
回答を受け取る「Eメールレファレンス」のご利用は、
来館せずにレファレンスが可能です。
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地区図書館の祝日開館が始まりました☆
令和３年４月より、葛飾区内の地区図書館は祝日も開館しています。みなさまのご来館を
お待ちしております！

四つ木地区図書館

西水元地区図書館
西水元地区図書館のマスコットキャラクター

パフィン

「にしにゃん」

平成2 9 年度から始まった、夏休みの小学生向けイベント
「パフィンクエスト」は、毎年沢山の方にご参加頂いてお
ります。令和3 年度の正解したらもらえるプレゼントは、
和綴じで作ったミニ自由帳でした！

緑豊かな地域にある、日当たりのよい図書館です。
にしにゃんとのんびり読書はいかがですか？

パフィンクエスト・
・
・本を読んでクイズに答える、四つ木地区図書館恒例の図書館クイズです☆

奥戸地区図書館

青戸地区図書館

ユウキくん

プレゼントのシール

夏休みに、青戸地区図書館のキャラクターを使った
『あおとりがみたゆめを絵にかいてみよう！』とい
う行事を行いました。たくさんの子どもたちが素敵
な絵をかいてくれました！

奥戸は開館1 0 周年！館内を飾り付けし、スタン
プラリーを行ってお祝いしました。

にいじゅく地区図書館

こすげ地区図書館
こすげどん

令和3 年6 月にオープンした区内で一番新しい図書館で
す！図書除菌機がご利用いただけます。入口の目印にな
るブックポストには、図書館キャラクターのミルシカ＆
シルシカなど可愛いキャラクター達が描かれています♪

毎年、夏に工作教室を行っています。昨年は
「おうちバージョン」。作り方を見ながら、読
書手帳が作れるキットを配布しました。
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★立石図書館10周年★
立石図書館は令和３年６月に10周年を迎えました。たくさんの方々にご参加いただき、記念のイベント
を行いました。これからも立石図書館をどうぞよろしくお願いいたします。

講演会

記念映画会

ブックトレード

谷口 榮 氏講演会
立石地域の飲食文化「千ベロ」

読み終えた本にメッセージを添えて
持ち寄る、本の交換市

西部劇「真昼の決闘」上映

来場者に記念品のしおりをプレゼント

講演会＆ワークショップ
講演会

穂高健一氏講演会
「渋沢栄一と一橋家」

スギヤマカナヨ氏

「夏のおもしろ暑中お見舞い手紙大作戦！」

環境★ECO祭り

図書館員体験

こども環境講座

ダンボールアートＤＥ
東京タワーを作ろう！

今日から実践！
「かつしかルール」でごみ減量

大人の一日図書館員

ベストリーダー（貸出回数ベスト3 ）
一
般
図
書

順位
1
2
3

タイトル

著者表示 回数

流浪の月

ぼくはイエローでホワイトで、
ちょっとブルー－

かがみの孤城

凪良ゆう 516

ブレイディ
515
みかこ

辻村深月 461

児
童
図
書

順位

タイトル

著者表示

回数

1

ぐりとぐら

中川李枝子 964

2

からすのパンやさん

かこさとし 788

3

しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけん 780

ベストオーダー（予約回数ベスト3 ）
一
般
図
書

著者表示

回数

1

白鳥とコウモリ

東野圭吾

875

2

52ヘルツのクジラたち

町田そのこ 864

3

元彼の遺言状

新川帆立

順位

タイトル

619

児
童
図
書

順位

タイトル

著者表示

回数

1

パンどろぼう

柴田ケイコ 323

2

パンどろぼうvsにせパンどろぼう

柴田ケイコ 240

3

ふしぎ駄菓子屋銭天堂

廣嶋玲子

[1]

224

＊集計期間は令和３年１月１日から１２月３１日までです。
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第8 回図書館ＨＩＳＴＯＲＹ

鎌倉図書館

鎌倉図書館は鎌倉・高砂地区のみなさんの
要望により昭和62 年６月25 日に葛飾区内
で７番目の図書館として開館しました。鎌
倉図書館は静かな住宅街にあります。また、
区内には吹き抜けのある図書館は他になく、
鎌倉図書館はモダンな明るい図書館として
多くの区民のみなさんをお迎えしています。
開館当時は一般図書１万５千冊、児童書７
千冊、雑誌110 誌、ＣＤ・カセットテープ
750 点の資料を所蔵していました。
現在は図書、雑誌、ＡＶ資料合わせて約12
万点所蔵しています。

鎌倉図書館の

げんえもん

源右衛門でござる

葛飾区立図書館のオンライン化スタート
鎌倉図書館のオープンと同時に葛飾図書館（現在の中央図書館）、立石図
書館、鎌倉図書館３館のコンピューターによるオンラインシステムが稼働
しました。葛飾図書館にコンピューターの本体を置き、全館の所蔵データ
を記憶させ簡単に本を探すことができるようになり、貸出と返却がスピー
ドアップしました。また、この時から他の図書館に所蔵する本を取り寄せ
る「予約」ができるようになりました。従来の貸出券は、発行館のみでし
か本を借りることができませんでしたが、オンライン化により全館共通で
利用できるカードとなりました。

講演会
鎌倉図書館では葛飾区消費生活センターの協力
を頂き、区民のみなさまの生活に密着した講演
会を行っています。毎回「役に立った」「初め
て知った」と好評の感想をいただいています。
これからも、みなさんの生活プランの作成に協
力できる講演会を行っていきます。

大人のための おはなしサロン
どなたでも気軽に参加していただけるおは
なしサロンです。ボランティアの方々の協
力により、昔話や朗読を通して心温まるひ
とときを過ごしていただきます。
聞く人、話す人がお互いに交代しながら行
い、終了後には感想を話し合う等のコミュ
ニケーション作りの場にもなっています。
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