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１ 沿  革 

（１）上福岡図書館 

―旧上福岡市立図書館設置から市民図書館開館までのあゆみ ―

昭和５３年 ６月 上福岡市上野台団地８３号棟1階に市立図書館設置 

《市立図書館概要（昭和５３年度）》 

延べ面積 １１１㎡ 

図書費 １,０００,０００円（５３年度当初予算／新聞・雑誌購入費を除く） 

蔵書点数 １１,８５５点 

開館時間 月・火・木・金曜日 午後１時から４時３０分 

昭和５５年 ６月 土曜日の開館を開始。開館時間は午前１０時から１２時まで 

月・火・木・金曜日の開館時間を午前１０時から１２時まで、午後１時から５時までに変更 

教育委員会から社会教育委員へ「上福岡市における図書館のあるべき姿とその計画立案につい

て」諮問 

 ７月 市民による図書館大会開催 

市議会で結婚式場と図書館の併設案を含む「市民センター構想」を批判し、サービス網の確立、

図書費の大幅増額、専門職員の増員などを市に求める。 

昭和５５年 ８月 社会教育委員から「上福岡市における市民図書館の構想について」第１次答申 

１０月 市民図書館の建設及び充実に関する請願に約１万７千人の署名が集まる。 

昭和５６年 １月 市民図書館をつくる会より「市民図書館建設用地の早期確保等を促す要望書」が提出される。 

３月 社会教育委員より「上福岡市における市民図書館の構想について」第２次答申 

昭和５７年 ４月 入間東部地区図書館連絡協議会結成 

６月 図書館建設審議会設置 

１２月 「市民図書館の建設促進に関する請願」市議会本会議採択 

昭和５８年 ３月 図書館建設審議会より「上福岡市図書館建設について」中間答申 

昭和５９年 １月 月・火・木・金曜日の開館時間を午前１０時から午後５時までに変更 

昭和６０年 ９月 旧保健予防センター跡地に移転 

１１月 第２・４日曜日の開館を開始 開館時間は午前１０時から午後４時まで 

         貸出冊数を３冊から５冊に変更 

昭和６１年 ７月 図書館建設審議会より「上福岡市図書館建設について」最終答申 建設予定地明示 

昭和６２年 ９月 西公民館図書室開室 開室時間は月・火・木・金曜日の午後１時から５時まで 

昭和６２年１０月 社会教育委員から「市立図書館の建設について」中間答申 

１１月 西公民館図書室の土曜日及び第１・第３日曜日の開室を開始  

土曜日  午前１０時から１２時まで 

日曜日  午前１０時から午後４時まで 

月・火・木・金曜日   午前１０時から午後５時まで 

昭和６３年 ９月 休館日を月曜日に変更 

         日曜日の開館時間を午後５時までに延長 

１１月 社会教育委員より「市立図書館の建設について」最終答申 
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平成 元年 ６月 第６・第７小学校への移動図書館サービス開始 

１１月 上福岡図書館の土・日曜日の完全開館を開始し、土曜日の開館時間を午後５時までに延長する。 

         西公民館図書室の土曜日の開室時間を午後５時までに延長し、日曜日は閉室とする。 

平成 ２年 ２月 建設予定地を第４小学校隣接の国有地から現在地へ変更する。 

平成 ３年 １月 第３小学校への移動図書館サービスを開始し、巡回校が３校となる。 

 ６月 教育委員会事務局に市民図書館開設準備室設置 

平成 ４年１２月 市民図書館建設工事着工 

平成 ６年 ２月 本体工事完了 

 ９月 市民図書館開館 

西公民館図書室の開室時間を火曜～土曜の午前１０時から午後５時までに変更 

― 市民図書館開館後のあゆみ ―

平成 ６年 ４月 上福岡市上野台３－３－１に市民図書館設置 

《市民図書館概要（平成６年度）》 

延べ面積 ２,７９９.６４㎡ 

図書費 ２９,０００,０００円（平成６年度当初予算／新聞・雑誌購入費を除く） 

蔵書点数 １３１,１１９点 

開館時間 
水～日曜日 午前１０時から午後５時 

火曜日   午前１０時から午後７時 

平成 ６年１０月 ２市２町（上福岡市、富士見市、大井町、三芳町）の図書館の相互利用開始 

平成 ７年 ３月 図書館協議会から「市民の学習に対応する市民図書館のあり方について」の答申が提出される。

これに基づき、外国語の利用案内を作成 

平成 ８年 ３月 平成７年度の人口１人当たりの貸出点数が県内で第一位となる。 

平成 ９年１１月 川越市と公共図書館相互利用に関する協定を締結 

平成１０年 ４月 市民図書館は、７月から９月のみ木曜日も午後７時まで開館する。 

         さらに、土日にあたる月末日を開館する。 

         第４小学校への移動図書館サービスを開始し、巡回校が４校となる。 

平成１１年 ４月 開館時間を３０分繰り上げ、午前９時３０分からの開館となる。 

市民図書館の、火・木曜日の開館時間を午後７時までに延長し、土日にあたる祝日の開館も開 

         始する。 

１１月 開館５周年記念事業として市民図書館まつりを開催 以後、毎年１１月の恒例行事となる。 

１２月 コンピュータシステムバージョンアップ それに伴い、利用者用開放端末を３台増設するとと

もに、ＣＤの貸出点数を２点から３点に拡大する。 

市民図書館の年内開館日を１日延長 

平成１２年 ４月 月末休館日を廃止 

１１月 図書館協議会より「インターネットを活用した図書館サービスについて」の答申が出される。 

平成１３年１２月 市民図書館ホームページ開設 

平成１４年 １月 市民図書館内に利用者用インターネット接続端末を設置 

２月 ホームページでの資料の予約受付を開始 

         市民図書館内にリサイクル本コーナーを設置 

４月 貸出点数を図書・雑誌は１０点から２０点に、ＣＤは３点から５点に、ビデオは１点から２点
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に、カセットテープは３点から５点に拡大する。 

６月 利用者アンケートを実施し、７月までの２か月間で８１３件の回答が寄せられる。 

平成１５年 ４月 生後１０カ月児を対象としたブックスタートを開始 

１２月 インターネットが利用できるノートパソコンを３台導入し、市内在住・在勤・在学の中学生以

上の利用登録者を対象に館内貸出を開始 

平成１６年 １月 西小学校への移動図書館サービスを開始し、巡回校が５校となる。 

      ４月 西公民館図書室の日曜開館を開始するとともに、土日にあたる祝日の開館を開始 

１２月 西公民館図書室の年内開館日を１日延長 

平成１７年 １月 コンピュータシステムをバージョンアップするとともに、西公民館図書室に利用者用インター

ネット接続端末を設置 

（２）大井図書館 

―旧大井町立図書館設置から町立図書館開館までのあゆみ ―

昭和４６年    大井町立地域文庫を開設 

昭和４８年 ４月 大井町立図書館設置条例施行 

昭和５１年 ５月 大井町立図書館の開館。（亀居分館内） 

《亀居分館内図書館概要（昭和５１年度）》 

延べ面積 １，０６０㎡ 

蔵書点数 ９，０５３点 

開館時間 毎週水曜日  午前９時３０分から午後４時 

昭和５５年 ６月 大井町立図書館移転のため休館 

      ７月 大井町立図書館中央公民館に移転 

         毎週水・金曜日  午前１０時から午後４時３０分 

     １０月 開館日・時間を変更 

         月曜日を除く毎日  午前１０時から午後５時 

昭和５６年 ７月 図書館協議会発足 

昭和５７年 ４月 入間東部地区図書館連絡協議会結成 

昭和６１年 ３月 社会教育関係諮問機関に図書館・郷土資料館の構想等を諮問し、答申を受ける。 

         図書館及び郷土資料館用地を取得 

      ４月 図書館及び仮称郷土資料館建設準備室を設置 

      ５月 図書館及び仮称郷土資料館建設プロジェクトチーム発足 

      ７月 図書館及び仮称郷土資料館建設プロジェクトチーム「図書館及び仮称郷土資料館建設基本計画

書（案）」を策定 

         中央社会教育施設建設審議会発足 

「図書館及び仮称郷土資料館建設基本計画書(案)」を諮問 

      ８月 中央社会教育施設建設審議会「図書館及び仮称郷土資料館建設基本計画書(案)」について答申 

９月 中央社会教育施設建設審議会の答申に基づき、図書館及び仮称郷土資料館建設基本計画書を庁

議決定 

         基本設計を設計競技方式で５社に委託 

         図書館及び仮称郷土資料館建設基本設計審査委員会発足 

         審査会が建設基本設計２案を町長に推薦 
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     １０月 庁議により設計業者を㈱土屋巌建築設計事務所に委託 

昭和６２年 ３月 実施設計完了 

      ６月 施工者と工事請負契約を締結 

      ７月 建設工事着工 

昭和６３年 ３月 大井町立図書館設置及び管理に関する条例の一部を改正 

         大井町立図書館完成 

昭和６３年 ７月 大井町中央２-１９-５に町立図書館設置 

《町立図書館概要（昭和６３年度）》 

延べ面積 １，４０３㎡ 

蔵書点数 ５３，１１９点 

開館時間 
開館時間 火～金    午前１０時～午後６時 

     土・日・祝日 午前１０時～午後５時 

平成 元年 ５月 毎月２回おはなし会を開始 

７月 図書館だより「雑木林」創刊 

平成 ２年 ３月 盲人用録音物等発受施設に指定 

平成 ３年 ５月 朗読者研修会を実施 

平成 ４年 ４月 小中学校のクラス単位に団体貸出を開始し、学校、保育所に配本 

平成 ５年 ９月 利用者開放端末設置 

平成 ６年１０月 ２市２町（上福岡市、富士見市、大井町、三芳町）の図書館の相互利用開始 

 貸出点数を本・雑誌を１２冊、視聴覚資料を３点に変更 

平成 ９年１１月 川越市と公共図書館相互利用に関する協定を締結 

平成１３年 １月 おはなしボランティア「クマさん文庫」発足

 ６月 「クマクマくらぶ」「おはなしくまさん」開始

（３）ふじみ野市立図書館 

平成１７年１０月 上福岡市と大井町の合併により「ふじみ野市立上福岡図書館」、「ふじみ野市立大井図書館」、

「ふじみ野市立上福岡西公民館図書室」に名称を変更し、再スタートする。 

         【その他変更点】 

          上福岡図書館⇒雑誌、ビデオ、ＣＤ、カセットテープの貸出日数を１週間から２週間へ変更 

          大井図書館⇒図書、雑誌の貸出点数を１２点から２０点に増やし貸出期間も３週間へ変更 

  「川越市・ふじみ野市公共図書館の相互に関する協定」締結 

    利用の範囲は、「図書館資料の予約・リクエストサービス」のうち、 

    「図書館の未所蔵資料の予約は受け付けない」ことに変更 

平成１７年 ２月 ビジネス支援コーナー設置 

平成１８年 ３月 移動図書館車『ともしび号』を自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に適合しないため廃車 

平成１８年 ５月 大井図書館「えいが会」（月１回）開始

 ６月 移動図書館運行を業務委託により再開 

          駒西小学校・上野台小学校・西小学校・西原小学校・元福小学校・さぎの森小学校 

平成１９年 ５月 公開羅針盤による「ふじみ野市関連新聞記事見出し」配信 

７月 ふじみ野市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱の制定 

      ８月 ふじみ野市子ども読書活動推進計画策定委員会設置 
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１０月 上福岡図書館  テーマミニ展示開始 

         大井図書館   「おはなし会」毎週木曜日開始

平成２０年 １月 上福岡図書館   ＤＶＤの貸出開始（ビデオと合わせて２点まで） 

      ９月 図書館利用アンケート実施 ４日間・４５６件の回答 

平成２１年 ３月 「ふじみ野市子ども読書活動推進計画」策定 

      ５月 移動図書館車の西小学校への巡回を中止し、６校から５校へ変更 

 大井図書館 一般映画会 開始 

９月 大井図書館 平日こどもえいが会開始

平成２２年 １月 上福岡図書館と大井図書館のコンピュータシステム統合 

         大井図書館へ利用者用インターネット端末設置 

         図書の貸出期間を２週間に変更 

         ふじみ野市立図書館ホームページの開設 

      ４月 移動図書館車の上野台小学校への巡回を中止し、東台小学校へ運行開始 

         上福岡図書館 「おはなし会」を火・金曜日から、水・金曜日に変更 

５月 「ふじみ野市立図書館サービス計画」策定 

      ７月 ホームページにて「図書館公式ブログ」を開始 

     １１月 「埼玉教育ふれあい賞」受賞 

 大井図書館 こどもえいが会 毎週日曜日開始 

     １２月 「ふじみ野市図書館友の会」発足 

平成２３年 ３月 図書館協議会答申「ふじみ野市立図書館の運営形態について」 

４月 文部科学大臣賞受賞決定「子どもの読書活動優秀実践校・団体（個人）に対する文部科学大臣

表彰」表彰式は１０月 

４月 文京学院大学ふじみ野図書館との相互利用協定を締結 

７月 図書館利用アンケート実施 ５日間・５３２件の回答 

１１月 上福岡図書館 一般映画会開始 

１２月 大井図書館に情報支援用パソコン設置、館内貸出開始  

平成２４年 ７月 新聞記事データベース「ヨミダス文書館」を上福岡図書館に導入  

平成２５年 １月 雑誌スポンサー制度開始 ３社・１年間 

      ３月 上福岡図書館 医療・健康情報コーナーを設置 

      ４月 延滞利用者への貸出停止を開始 

      ５月 インターネット経由のリクエスト（未所蔵資料の申し込み）受付 開始 

      ６月 雑誌スポンサー（個人）により４誌購入 開始 

      ９月 大井図書館 平日こどもえいが会 廃止 

平成２６年 ３月  第二次子ども読書活動推進計画策定 

      ７月 図書館利用アンケ－ト実施 ７２３件の回答 

      ９月 条例・規則の一部改正 指定管理ができる規定 

     １０月 指定管理者募集要項の公表・配布 

     １１月 応募書類締切 ３団体応募 

平成２７年 １月 コンピュ－タシステム更新 

      ３月 指定管理者の指定議案 議会可決 
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 ４月 ビデオカセット 貸出中止 

 ５月 移動図書館車の三角小学校へ運行開始 

 ９月 第二次図書館サービス計画策定 

１０月 上福岡図書館 指定管理運営開始 ＦＵＪＩＭＩＮＯ ＴＲＣ ＧＲＯＵＰ 

１０月 ＰＯＰコンテスト 授賞式開催 

１１月 語りの会「ずくぼんじょ」 文化ともしび賞表彰 

１２月 雑誌スポンサー制度上福岡図書館廃止 

平成２８年１月 雑誌スポンサー制度大井図書館開始 ３社・１年間 

      ４月 キャラクター名称募集 

４月 上福岡図書館 学校図書館支援事業開始 

      ７月 大井図書館 学習支援コーナー設置 

      ９月 上福岡図書館 「公共施設予約システム」導入 

     １０月 アンケート調査を実施 

平成２９年１月 図書館キャラクター名称決定 

２ 図書館案内 

（１）施設概要 

名   称 ふじみ野市立大井図書館 

建造物概要 （郷土資料館併設）

建物構造 鉄筋コンクリート造（地上３階） 

敷地面積 ３，６７２．２６㎡ 

建築面積 １，６０７．３１㎡ 

延床面積 ２，０９０．９２㎡ 

工 事 概 要 

建築・外構工事 ３５５，０００，０００円 

空調・衛生給排水設備工事  ８８，０００，０００円 

電気設備工事  ４３，０００，０００円 

計 ４８６，０００，０００円 

各 階 構 成 

１階 １,４２４．２１㎡

のうち １,０７８．０８㎡ 

一般貸出室、こども室、参考図書室・郷土資料室、コンピューター

室、事務室、倉庫他 

２階 ５８７．５４㎡のう

ち ４２３．７１㎡ 

研修室、会議室、映写室、閉架書庫他 

３階  ７９．１７㎡ 閉架書庫 

外構 駐車場（１７台）、駐輪場（６０台） 

資料収容能力 開架８万４千冊、閉架書庫７万７千冊 

名   称 ふじみ野市立上福岡図書館 

建造物概要 

建物構造 鉄筋コンクリート造（地上２階、地下１階） 

敷地面積 ４，９７２．２５０㎡ 

建築面積 １，９１５．１７８㎡ 

延床面積 ２，７９９．６４ ㎡ 
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工 事 概 要 

建築工事 ８４０，４８０，０００円 

空調工事 １３６，９９０，０００円 

給排水衛生設備工事  ３６，７２６，７１０円 

電気設備工事 １９６，７３０，０００円 

外構工事 １０９，３５３，０４０円 

植栽工事 １３，９９６，６７０円 

サイン工事 ２７，２９５，０００円 

設計・工事監理委託 ４７，６８９，０００円 

計 １，４０９，２６０，４２０円 

各 階 構 成 

１階 

１,９０７.０４㎡ 

一般書コーナー、児童書コーナー、おはなし室、ティーン 

エイジコーナー、新聞雑誌コーナー、調べものコーナー、視聴覚コ

ーナー、くつろぎコーナー、展示コーナー、対面朗読室、録音室、

事務室 

２階 

３９７.２８㎡ 

集会室１(定員１８名)、集会室２(定員３０名)、 

視聴覚ホール(定員１１７名) 

地階  

４９５.３２㎡ 

書庫 

外構 駐車場(３３台)、駐輪場(１２０台) 

資料収容能力 開架９万１千冊、地下書庫１５万冊 

 ★コンピュータシステム

メーカー  京セラコミュニケーションシステム 

機種 ＰＩＳＥＲＶＥＲ ＤＬ５８５ 

ソフト ＥＬＣＩＥＬＯ 

ＭＡＲＣ ＮＳマーク（日販図書館サービス） 

導入年月 平成２７年１月 

上 福 岡 大  井 西図書室 

業務用端末 １４台 ８台 ２台 

業務用ノートPC ５台 ３台 － 

利用者用蔵書検索端末 ６台 ２台 １台 

利用者用インターネット

接続端末 ２台 １台 １台 

（２）利用案内 

資料の種類 貸出点数 貸出期間

本・雑誌・紙しばい あわせて２０点

２週間
ＣＤ・朗読ＣＤ あわせて５点

ＤＶＤ ２点

カセット ５点

利用できる人 ふじみ野市・富士見市・三芳町・川越市に在住、在学、在勤して

いる人
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（３）各施設案内 

ホームページ  http://www.library.fujimino.saitama.jp 

ふじみ野市立大井図書館 

 所 在 地  埼玉県ふじみ野市大井中央２丁目１９番５号

 交 通 機 関  東武東上線ふじみ野駅西口から徒歩約２５分

 電     話  ０４９－２６３－１１００

 Ｆ  Ａ  Ｘ  ０４９－２６３－３０９１ 

 開 館 日 時  月～金曜日  午前９時３０分～午後７時

          土・日・祝日 午前９時３０分～午後５時

 休  館  日  毎月第２・４・５月曜日

年末年始（１２月２８日～１月４日）

特別整理期間（年１５日以内）

ふじみ野市立上福岡図書館 

所 在 地  埼玉県ふじみ野市上野台３丁目３番１号

 交 通 機 関  東武東上線上福岡駅東口から徒歩約１５分

 電     話  ０４９－２６２－３７１０

 Ｆ  Ａ  Ｘ  ０４９－２６２－８１５１ 

 開 館 日 時  月～日曜日 午前９時～午後８時

 休  館  日  毎月第３月曜日

年末年始（１２月２８日～１月４日）

特別整理期間（年１５日以内）

ふじみ野市立上福岡西公民館図書室 

 所 在 地  埼玉県ふじみ野市上福岡５丁目２番１２号

 交 通 機 関  東武東上線上福岡駅西口から徒歩約５分

 電     話  ０４９－２６４－５３８８

 Ｆ  Ａ  Ｘ  ０４９－２６４－２６２０ 

 開 館 日 時  火～日曜 午前９時～午後８時

 休  館  日  月曜日

年末年始（１２月２８日～１月４日）

特別整理期間（年１５日以内）

 ３ 組織 

（１）職員数                       （平成２９年４月１日現在） 

① 大井図書館

１０名  館長(庶務係長兼務１名)、庶務係２名、奉仕係長１名、奉仕係６名、※うち司書は８名 

１２名  臨時的任用職員１１名 嘱託員１名 ※うち司書は１０名 
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② 上福岡図書館

 ３８名  館長、副館長、業務責任者４名、スタッフ３２名 

※うち司書は２６名 

 ※図書館全体では職員数６０名（うち司書は４４名） 

（２）組織図

   大井図書館長兼庶務係長(１名)    庶務係（２名） 

                    大井図書館奉仕係長(１名)       奉仕係（６名） 

ふじみ野市立大井図書館長 

上福岡図書館長（１名）  副館長（１名） 

上福岡図書館業務責任者（４名）     奉仕係（３２名） 

ふじみ野市立図書館協議会（１０名） 
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 ４ 図書館協議会 

（１）図書館協議会委員名簿（平成２８年１０月１日現在） 

任期 平成２８年１０月１日～平成３０年９月３０日 

氏   名 選出区分 

岡本 哲夫 １号委員  

市内の学校の代表者 山崎 直樹 

斎藤 博子 

２号委員  

社会教育関係団体の代表者 

 木村 淑恵 

木村 俊久 

土屋 健一郎 

◎小栗 俊之 
３号委員 

学識経験者 
大川 勝 

○荻原 俊文 

桑原 千恵子 ４号委員  

家庭教育の向上に資する者 

◎委員長  ○副委員長 

（２）平成２８年度図書館協議会会議開催記録 

会議名 開催日・場所 審議議題 出席者

第１回会議
 ６月３０日(木) 

大井図書館

１ 委員委嘱式

２（１）平成２７年度事業報告について

 （２）平成２８年度事業計画について

 （３）上福岡図書館のモニタリングについて

３ その他

７人

第２回会議
１０月１４日(金) 
上福岡図書館

１ 委員委嘱式

２（１）委員長、副委員長の選出について

（２）図書館キャラクターの名称について

（３）報告事項

８人

第３回会議
 ３月２２日(水) 

大井図書館

１ 規則改正について

２ 利用者アンケート調査について

３ 平成２９年度予算について

４ その他

８人



５　平成28年度統計
（１）利用統計
① 貸出点数

一般書 児童書 ティーン 雑誌 ＣＤ ビデオ カセット ＤＶＤ 小　計
151,545 122,865 9,604 20,058 10,377 0 1,022 4,849 321,345
275,537 190,686 16,804 19,145 23,801 3 887 7,279 535,040
63,058 21,293 5,658 1,739 2,893 0 161 241 95,320

42 15,682 100 0 0 0 0 0 15,824
7,600 7,600

1,057

490,182 358,126 32,166 40,942 37,071 3 2,070 12,369 976,186

●全館合計・月別
月 開館日 一般書 児童書 ティーン 雑誌 ＣＤ ビデオ カセット ＤＶＤ 小　計

4 29　28 43,050 25,428 2,956 3,568 3,410 0 198 1,149 79,984
5 30　28 44,243 28,543 2,816 3,240 3,232 0 164 1,077 83,575
6 29　28 41,864 30,967 2,649 3,353 3,395 0 200 1,077 83,718
7 30　29 45,213 36,875 2,988 3,679 3,124 1 169 1,164 93,429
8 30　28 41,664 31,722 3,221 3,306 2,926 0 160 1,077 84,239
9 29　28 40,561 29,671 2,829 3,465 2,728 0 200 993 80,608

10 30　28 41,212 30,648 2,697 3,399 2,923 0 154 990 82,206
11 29　28 38,650 28,444 2,584 3,491 2,933 0 136 953 77,349
12 26　25 36,232 25,441 2,310 3,200 2,865 1 152 952 71,266
1 26　24 40,341 29,383 2,448 3,457 3,163 0 181 966 80,091
2 22　17 35,542 24,713 2,054 3,000 2,893 0 189 834 69,361
3 30　29 41,610 28,691 2,614 3,784 3,479 1 167 1,137 81,703

文庫 7,600 7,600
郵送 1,057

計 340 490,182 358,126 32,166 40,942 37,071 3 2,070 12,369 976,186

※貸出点数には団体及び他図書館への貸出を含む。

●大井図書館・月別
月 開館日 一般書 児童書 ティーン 雑誌 ＣＤ ビデオ カセット ＤＶＤ 小　計

4 28 12,981 8,997 989 1,728 960 0 108 413 26,270
5 28 13,384 9,566 846 1,541 774 0 88 417 26,727
6 28 13,561 10,899 934 1,652 950 0 107 423 28,610
7 29 14,354 13,383 932 1,846 863 0 83 517 32,087
8 28 12,934 11,662 1,096 1,596 888 0 88 480 28,825
9 28 12,840 11,020 900 1,707 776 0 113 421 27,864

10 28 12,671 10,738 813 1,656 831 0 80 410 27,296
11 28 11,724 9,651 691 1,777 799 0 51 364 25,132
12 25 11,181 8,909 681 1,552 806 0 62 351 23,596
1 24 12,530 10,514 600 1,706 867 0 82 366 26,740
2 17 10,375 7,572 447 1,402 772 0 87 293 21,006
3 29 13,010 9,954 675 1,895 1,091 0 73 394 27,192

計 320 151,545 122,865 9,604 20,058 10,377 0 1,022 4,849 321,345

●上福岡図書館・月別
月 開館日 一般書 児童書 ティーン 雑誌 ＣＤ ビデオ カセット ＤＶＤ 小　計

4 29 24,675 14,718 1,524 1,704 2,249 0 81 718 45,774
5 30 25,038 15,470 1,466 1,597 2,238 0 58 646 46,642
6 29 22,722 16,302 1,306 1,550 2,159 0 77 638 44,861
7 30 25,024 19,390 1,529 1,669 2,019 1 70 634 50,417
8 30 23,273 18,116 1,593 1,565 1,824 0 68 587 47,092
9 29 22,588 15,330 1,467 1,602 1,760 0 78 509 43,387

10 30 23,359 16,453 1,398 1,583 1,866 0 68 569 45,355
11 29 21,988 15,932 1,409 1,551 1,902 0 69 573 43,472
12 26 20,441 13,389 1,247 1,502 1,842 1 80 585 39,127
1 26 22,913 15,553 1,269 1,602 2,043 0 88 575 44,110
2 22 20,453 14,227 1,142 1,495 1,837 0 76 520 39,801
3 30 23,063 15,806 1,454 1,725 2,062 1 74 725 45,002

計 340 275,537 190,686 16,804 19,145 23,801 3 887 7,279 535,040

48

898

92
51
67
40

※郵送貸出（1,057件）は、電算処理によらない統計分です。

地域文庫

館　　名
大井図書館
上福岡図書館
西公民館図書室

移動図書館

1,025
898
277

0

2,200

朗読ＣＤ

朗読ＣＤ

朗読ＣＤ

朗読ＣＤ

障がい者郵送

合　　計

特別整理期間　大井（2/13～22） 上福岡(2/6～2/10)

225
260
213
216
163
161
183
158

152
136

113

220

2,200

111
84

109

94

81

59

100

1,025

105
129
107
81
66
53

87
97
75
54
75
58

11



●西公民館図書室・月別

月 開館日 一般書 児童書 ティーン 雑誌 ＣＤ ビデオ カセット ＤＶＤ 小　計
4 26 5,392 1,713 443 136 201 0 9 18 7,938
5 26 5,817 1,701 495 102 220 0 18 14 8,387
6 26 5,578 1,819 392 151 286 0 16 16 8,280
7 27 5,833 2,191 513 164 242 0 16 13 8,998
8 26 5,457 1,939 532 145 214 0 4 10 8,317
9 24 5,125 1,659 449 156 192 0 9 63 7,674

10 26 5,173 1,829 479 160 226 0 6 11 7,911
11 26 4,934 1,654 478 163 232 0 16 16 7,528
12 23 4,608 1,646 378 146 217 0 10 16 7,040
1 23 4,894 1,764 568 149 253 0 11 25 7,674
2 20 4,713 1,606 456 103 284 0 26 21 7,236
3 27 5,534 1,772 475 164 326 0 20 18 8,337

計 300 63,058 21,293 5,658 1,739 2,893 0 161 241 95,320

●移動図書館・月別

月 開館日 一般書 児童書 ティーン 雑誌 ＣＤ ビデオ カセット ＤＶＤ 小　計
4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5 6 4 1,806 9 0 0 0 0 0 1,819
6 6 3 1,947 17 0 0 0 0 0 1,967
7 5 2 1,911 14 0 0 0 0 0 1,927
8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
9 5 8 1,662 13 0 0 0 0 0 1,683

10 5 9 1,628 7 0 0 0 0 0 1,644
11 5 4 1,207 6 0 0 0 0 0 1,217
12 5 2 1,497 4 0 0 0 0 0 1,503
1 5 4 1,552 11 0 0 0 0 0 1,567
2 5 1 1,308 9 0 0 0 0 0 1,318
3 5 3 1,159 10 0 0 0 0 0 1,172

計 52 42 15,682 100 0 0 0 0 0 15,824

●地域文庫

幼児 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中学 一般 小　計

利用人数 415 56 111 55 24 114 31 3 22 831

冊数 1,387 184 278 88 64 173 70 7 36 2,287

利用人数 244 102 128 122 246 71 1 0 381 1,295

冊数 804 207 275 286 500 172 0 1 39 2,284

利用人数 158 89 54 71 42 40 43 1 290 788

冊数 444 234 57 136 100 110 98 3 216 1,398

利用人数 50 31 66 17 99 58 3 7 150 481

冊数 200 117 264 68 242 234 12 17 477 1,631

利用人数 867 278 359 265 411 283 78 11 843 3,395

冊数 2,835 742 874 578 906 689 180 28 768 7,600

こばと文庫

たけのこ文庫

つつじ文庫

合　　計

朗読ＣＤ

朗読ＣＤ

文庫名

江川文庫

21

26
20
22
26
16

0

27
35
19
10
27
28

277

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
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② 予約・リクエスト点数

一般書 児童書 ﾃｨｰﾝ 雑誌 ＣＤ ビデオ ｶｾｯﾄ ＤＶＤ 朗読ＣＤ 小　計
大井図書館 7,593 2,334 884 437 576 1 6 248 3 12,082

上福岡図書館 9,759 2,384 728 434 483 0 5 301 1 14,095
西公民館図書室 2,844 464 137 215 82 0 5 17 3 3,767
インターネット 61,249 15,933 8,165 5,204 5,424 0 63 1,165 199 97,402

合　　計 81,445 21,115 9,914 6,290 6,565 1 79 1,731 206 127,346

③ 登録者数
 新規登録者数

ふじみ野市
2,491

累計登録者数

ふじみ野市
93,504

④ 利用人数

大井図書館
75,384

⑤ 視聴覚ブース利用件数

 利用件数

Ｃ Ｄ ビデオ Ｌ Ｄ ＤＶＤ 合 計

大井図書館 40 208 385 428 1,061

上福岡図書館 144 693 1,162 815 2,814

合　　　計 184 901 1,547 1,243 3,875

 利用人数

Ｃ Ｄ ビデオ Ｌ Ｄ ＤＶＤ 合 計

大人 35 149 229 156 569

子ども 7 175 283 490 955

合計 42 324 512 646 1,524

大人 139 504 991 579 2,213

子ども 15 483 405 607 1,510

合計 154 987 1,396 1,186 3,723

大人 174 653 1,220 735 2,782

子ども 22 658 688 1,097 2,465

合計 196 1,311 1,908 1,832 5,247

⑥ 参考調査・文献複写・情報検索用パソコン貸出件数

大井図書館

上福岡図書館

合　　　計

大井図書館

上福岡図書館

合　　　計

4,411

7,946

1,548

情報検索用
パソコン貸出件数

3,848

2,300

参考調査件数

12,357

文献複写件数

4,034

10,135

14,169

移動図書館 地域文庫 合計
123,215 29,778 5,757 3,395 237,529

上福岡図書館 西公民館図書室

4,438 1,360 17,281 3,031 119,614
富士見市 三芳町 川越市 その他 合計

120 40 372 47 3,070
富士見市 三芳町 川越市 その他 合計
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（２）所蔵資料統計
① 蔵書点数

●全館
一般書 児童書 ティーン ＣＤ ＬＤ ビデオ カセット ＤＶＤ 朗読ＣＤ 小　計
103,487 51,038 3,066 4,242 764 54 1,233 381 255 164,520
251,177 61,343 27,301 8,418 1,123 1,454 471 765 248 352,300
19,586 7,413 4,048 1,007 0 4 53 2 54 32,167

4 10,251 186 － － － － － － 10,441
759 8,515 56 － － － － － － 9,330

375,013 138,560 34,657 13,667 1,887 1,512 1,757 1,148 557 568,993

●大井図書館
一般書 児童書 ティーン ＣＤ ＬＤ ビデオ カセット ＤＶＤ 朗読ＣＤ 小　計
103,487 51,038 3,066 4,242 764 54 1,233 381 255 164,520

759 8,515 56 － － － － － － 9,330
104,246 59,553 3,122 4,242 764 54 1,233 381 255 173,850

●上福岡図書館

一般書 児童書 ティーン ＣＤ ＬＤ ビデオ カセット ＤＶＤ 朗読ＣＤ 小　計

251,177 61,343 27,301 8,418 1,123 1,454 471 765 248 352,300

19,586 7,413 4,048 1,007 0 4 53 2 54 32,167

4 10,251 186 － － － － － － 10,441

270,767 79,007 31,535 9,425 1,123 1,458 524 767 302 394,908

●地域文庫 内訳
一般書 児童書 ティーン 小　計

188 2,756 7 2,951

207 2,298 41 2,546
131 1,619 1 1,751
233 1,842 7 2,082
759 8,515 56 9,330

●障がい者用音訳資料
カセット

210
25
235

館　　名 図書
大井図書館 157,591

移動図書館 10,441

上福岡図書館 339,821
西公民館図書室 31,047

地域文庫 9,330

地域文庫

合　　計

障がい者用音訳資料

合　　計

－

西公民館図書室

移動図書館

合　　計

視聴覚
6,929
12,479
1,120

－

548,230

大井図書館
上福岡図書館

上福岡図書館

西公民館図書室

移動図書館

小　計
164,520
352,300
32,167
10,441

合　計

－ 9,330

大井図書館
上福岡図書館

館　名

568,993

235

つつじ文庫
合　　計

235

20,763

文庫名

江川文庫

こばと文庫
たけのこ文庫

（小計には音訳資料235点を含む）

大井図書館
地域文庫
合　　計
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② 受入・除籍点数

③ 雑誌・新聞タイトル数

※(　)数字は寄贈数

（３）相互貸借統計

（４）障がい奉仕統計

0
0

0
0

 貸出件数

　音訳図書の製作

2 タイトル

8 本
1 タイトル

1 枚
1 タイトル

2 枚

ＤＶＤ

所蔵点数製作内訳

0点
599本

デイジー 80ﾀｲﾄﾙ

367巻数

80枚

カセット 11ﾀｲﾄﾙ 54巻

318ﾀｲﾄﾙ

カセット 96ﾀｲﾄﾙ

総数

0点

人
時間

(0紙）

郵送貸出

人

8紙

他館からの借受

23紙

合　　　　計 31紙

登録人数

時間

0冊

ＣＤ

1ﾀｲﾄﾙ 3冊
宅配貸出

図書

3,781 4,640

増加点数

8,732

受入点数

雑誌タイトル数 新聞タイトル数

4,895 5,069

7,606

除籍点数

3,943 3,663

8,838

(10紙）

287誌

9,964

124誌

上福岡図書館

大井図書館

合　　　　計 17,570

製作点数

(24誌）

大井図書館 (18誌）

他館への貸出

上福岡図書館 163誌

対面朗読

75人
(全館合計)

大井図書館

上福岡図書館

全館合計

上福岡図書館

大井図書館

点字図書

大井図書館

上福岡図書館

210タイトル

図書 0冊

ＣＤ 0点
ＤＶＤ 0点

ｶｾｯﾄﾃ-ﾌﾟ

ﾃﾞｲｼﾞ-

『大井村から七〇年』
『男はつらいよ　3』

『市報ふじみ野市・声の広報平成
28年4月号～平成29年3月号』(合
本)

CD
『市報ふじみ野・声の広報平成28
年4月号～平成29年3月号』

747巻

25タイトル 127巻

デイジー 307ﾀｲﾄﾙ 313枚

総数 177ﾀｲﾄﾙ 682巻数
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６　平成２８年度活動報告
（１）一般奉仕事業

参加人数 日時(回数)

11人

のべ236人

23人

29人

129人

7店舗

輪投げ

一般映画会 421人
毎月1回

第2木曜日
（12回）

お楽しみマジックショー 115人
偶数月

第2日曜日
（5回）

図書館ボランティア
育成講座

16人
10月から12月

まで
(全5回)

パソコン講習会 のべ20人
3月16日（木）
3月17日（金）

戦争体験をきく講座「ぼく
の戦争」

49人 6月7日（火）

パソコン相談室 518人
毎週水曜日

（46回）

リサイクル本の配布
図書館で廃棄処分をした図書、雑誌などを無料で配
布しました。

映画会
「イーハトーブの赤い屋根」（16mm）の上映を行い
ました。

人形劇
人形劇団「あかおに」による人形劇「さんまいのお
ふだ」、「パンのかけらとちいさいあくま」を上演
しました。

書庫見学会
図書館職員による書庫見学会を行いました。１回２
０分の見学を２回行いました。

おはなし会
児童担当職員による子ども向けおはなし会を児童室
で行いました。

マジックショー
大井奇術団のみなさんによる手品を行いました。

フリーマーケット

図書館友の会のコーナー

ヨ－ヨ-釣り

みつろうを使ったリップクリームとろうそく、中古
図書販売を行いました。

１６ミリフィルムによる大人向け映画の上映

子どもから大人まで楽しめるマジックショーの開催
出演：大井奇術団

絵本の選び方、読み方など読み聞かせの技術につい
ての中級講座を行いました。
講師：大井むつみ氏（日本子どもの本研究会）
「Ｗｏｒｄを使った名刺の作成」および「Ｅｘｃｅ
ｌを使った読書手帳の作成」講習会を開催しまし
た。2時間の講習後、プリントアウトした成果物を持
ち帰っていただきました。講師は図書館職員が行
い、アシスタントを図書館友の会にお願いしまし
た。
５歳の時に広島で被曝され、各地で子どもたちに戦
争体験を伝える活動を行っている秋山勝彦さんのお
話をきく講座を実施しました。

事業名 内　容

大
井

大井図書館まつり

パソコン操作の初歩的な相談を受ける相談会を行い
ました。
（応対は図書館友の会）

10月2日
（第7回）

100人
ぬりえ
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参加人数 日時(回数)

7店舗

55人

60人

165人

100人

20人

55人

70人

一般映画会 1,121人
毎月1回

第2金曜日
（12回）

温故知新の風呂敷講座 20人
6月5日（日）

午前10時～正午

野菜ソムリエによる健康講
座

22人
11月26日（土）

午前10時～
11時30分

ポップアップカード講座
10人

12月17日（土）
午後1時～3時

上福岡図書館まつり

バルーンアートショー・体験
(株）Candy　Ballonの新山順子氏によるバルーン
アートショー。大道芸人橘洋子氏による南京玉すだ
れショー。実際に風船づくりを体験できる体験講座
も開催しました。体験講座には55人が参加しまし
た。
聴導犬展示コーナーの設置とデモンストレーション
日本聴導犬推進協会による聴導犬展示コーナーの設
置。デモンストレーションでは、70人の観客を前
に、聴導犬が呼び出し音を飼い主に知らせる様子を
実演しました。

喫茶・模擬店
喫茶「歩歩」による軽食の販売のほか、「協働舎レ
タス」と「おおい作業所」がパンや綿あめ等を販売
しました。

ぬり絵コーナー
「おはなし室」にぬり絵コーナーを設置し、図書館
キャラクター「ブッくん」「リードさん」のぬり絵
を配付しました。

展示（写真で振り返るこの1年のサービス）
平成２７年からの図書館の活動を月毎のパネルにし
て写真展示しました。

簡単なものから少し難しいものまで6種類のカードを
用意し、参加者に実際に作ってもらいながら、ポッ
プアップカードの作り方を学びました。

事業名 内　容

本と雑誌のリサイクル広場
除籍済みの図書、雑誌等を利用者に無料で提供しま
した。

地下書庫大公開
普段入ることのできない地下書庫に利用者を案内し
ました。見学の後は地下書庫の本やＣＤを貸し出し
ました。

おはなしフェスタ
文京学院大学のサークル「ピノキオ」との協働によ
り、絵本、紙しばい等の読みきかせ、手遊び歌、パ
ネルシアター等を実演したほか、みんなで貼り合わ
せたチラシのじゅうたんを使った「空飛ぶじゅうた
ん遊び」を実施しました。

図書館コンサート　福岡中学校吹奏楽部
毎年、図書館まつりでは市内中学校の音楽関係の部
に演奏をお願いしています。今年は福岡中学校吹奏
楽部のみなさんによる演奏でした。

１６ミリフィルムによる大人向け映画の上映

大道芸ショー・体験
大道芸人橘洋子氏による南京玉すだれショー。実際
に南京玉すだれを体験できる体験講座も開催しまし
た。体験講座には20人が参加しました。

フリーマーケット
市民出店のフリーマーケット。雑貨等の販売。

ふろしき研究会の鈴岡真知子氏を講師に迎え、伝統
的な包み方から防災用品としての使い方まで「風呂
敷」の多様な魅力について実践を交えながら講義し
ていただきました。

野菜ソムリエの福島光子氏を講師に迎え、冬野菜の
特徴や魅力について講義していただいたほか、レシ
ピの提案、試食等も行ないました。

11月5日
(第18回)

上
福
岡
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子どもと楽しむわらべうた
講座

25人

3月3日（金）
午後1時30分

～3時30分

情報リテラシー講座 5人
3月11日（土）
午前10時～11時

午後2時～3時

バリアフリー映画会
「ＢＡＬＬＡＤ　名もなき
恋のうた」

56人

3月25日（土）
午後2時～4時20

分

実際に参加者にタブレットを使ってもらいながら、
タブレットの操作方法、情報データベースの活用方
法等について学びました。

各地の子育て支援センターで親子遊びの指導遊びの
指導を続けている久津摩英子氏を講師に迎え、「わ
らべうた」や現在の児童の置かれている状況等につ
いて講義していただいたほか、各地の「わらべう
た」を紹介し実演しました。当日は託児付きで講座
を開催しました。

聴覚に障害のある方も楽しめるように字幕をつけた
「バリアフリー映画」を上映しました
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（２）児童奉仕事業

189人
第2土曜日

(12回)

367人
第4木曜日

(12回)

1,470人
第1,2,3,5木曜
日毎週火曜日(6
月より）(78回)

26人 8月21日

こどもえいが会 824人
毎週日曜日

(47回)

こわい映画会 27人
8月21日
(2回）

特別えいが会 113人
夏休み・春休み

期間（6回）

学級訪問 90人 2月8日

読み聞かせ入門講座
26人 6月5日

6月10日

工作教室 60人
7月26日・27日

（午前､午後
計4回)

春休み・夏休みおはなし会
41人 7月22日

3月28日

本とあそぼう全国訪問おは
なし隊

41人 1月28日

ぶんこのつどい 85人 1月29日

０歳以上対象「クマクマくらぶ」
（読み聞かせボランティア クマさん文庫と協同）

図書館主催おはなし会

「暗闇おはなし会」

びんの中の小さな世界

語りの会ずくぼんじょと共催で小学生対象のおはな
し会を実施

講談社90周年記念事業「本とあそぼう　全国訪問お
はなし隊」が来ました。キャラバンカーの見学とお
はなし隊によるおはなし会を実施しました。

家庭で小さなお子さんに絵本の読み聞かせをしてい
る方と小学校や幼稚園などで読み聞かせ活動をして
いる方を対象に開催しました。講師は図書館職員が
務めました

大
井

おはなし会

図書館見学

４校(亀久保、鶴ヶ丘、三角、大井)の小学校２、３
年生が総合学習の一環として実施（館内見学、説明
会） 457人 5～6月

小学生以上対象「おはなしクマさん」

子ども向けの映画会

子ども向けの映画会（暗闇おはなし会と同日開催）

亀久保小学校に招待され３年生に「平和」をテーマ
に本の紹介（ブックトーク）、ストーリーテリング
をしました。紹介した本81冊をクラスに団体貸出し
ました。

映画、よみきかせ、劇、影絵、うた遊びなど
地域文庫と共催のこども向け行事

子ども向けの映画会

大井小３・６年生、西原小２年生の施設訪問
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参加人数 日時(回数)

おはなし会 6,405人
毎週水･金曜日

(100回)

こども読書の日スペシャル
おはなし会

35人 4月24日

夏休みスペシャルおはなし
会

77人 8月21日

こどもえいが会 2,401人
毎週日曜日

(51回)

特別映画会 27人
夏休み期間

(2回)

97人 10月18日

10人 11月25日

40人 1月31日

夏休み工作教室 36人 8月8日

本とあそぼう全国訪問おは
なし隊

63人 1月14日

親子で楽しむ手作りおも
ちゃ講座

20人 1月28日

子ども司書講座 9人
7月25日～
　7月27日

自由研究おうえんします
（自由研究相談会）

21人
7月30日～

8月1日

講談社90周年記念事業「本とあそぼう　全国訪問お
はなし隊」が来ました。キャラバンカーの見学とお
はなし隊によるおはなし会を実施しました。

ペットボトルを利用した円筒タイプの飛行グライ
ダー「ピーク」を作りました。

小学4～6年生を対象に、図書館の基礎知識を学ぶと
ともに様々な図書館業務を体験しました。

おもちゃコンサルタントマスターの山岡千秋氏を講
師に迎え、身近な材料を使って、季節にちなんだ
「おもちゃ」を親子一緒に作りました。

絵本のよみきかせや手あそび歌、パネルシアターの
上演など

内　容

子ども向けの映画会

事業名

上
福
岡

調べ方、進め方、まとめ方等夏休みの自由研究に関
するさまざまな疑問に答え、子どもたちの学習活動
を支援しました。

図書館見学会

上野台小学校の２年生がフロア、事務所、書庫等を
見学

福岡小学校の３年生がフロア、事務所、書庫等を見
学
福岡小学校の２年生がフロア、事務所、書庫等を見
学

絵本のよみきかせや手あそび歌、パネルシアターの
上演など

絵本のよみきかせや手あそび歌、パネルシアターの
上演など

子ども向けの映画会
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（３）障がい者サービス

修了者　９人

（４）ティーンエイジ事業（上福岡図書館）

（５）チャレンジ事業・フレッシュ高校生社会体験プログラム

市内の中学・高校生の職場体験の場として受け入れ、図書館の仕事を体験してもらいました。

日　数 人数

10月25日～10月28日 3日間 4人

11月8日～11月10日 3日間 3人

11月29日～12月1日 3日間 4人

12月6日～12月8日 3日間 3人

1月17日～1月19日 3日間 5人

1月31日～2月2日 3日間 4人

10月24日～10月28日 5日間 5人

11月8日～11月10日 3日間 2人

11月29日～12月1日 3日間 4人

1月17日～1月19日 3日間 4人

1月31日～2月2日 3日間 5人

葦原中学校

養成するため講座を開きました。平成２８年度は「音声版・絵本の作り方講座」を開催しました。

　墨字の図書等を読むことが困難な方への支援のための対面朗読、メディア録音技術を習得したボランティアを

内　容

朗読者養成講座(大井図書館)

日時　　平成２８年１１月１８日（金）・１２月９日（金）午後１時３０分～４時（全２回）

時　期

事業名

ティ－ンコ－ナ－のメッセ－ジボックスに投函され
たイラストを、メッセ－ジボ－ドに張り出しまし
た。
17通の投函がありました。

Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｂｏｘ

埼玉県立ふじみ野高校

中学・高等学校名

大
井

福岡中学校

大井西中学校

大井東中学校

講師　田島左由里氏・中島直子氏（埼玉県立図書館朗読者）

花の木中学校

大井東中学校

埼玉県立ふじみ野高校

葦原中学校

花の木中学校

福岡中学校

上
福
岡
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（６）他機関との連携

社会体験・実習の受け入れ、出張講座・出張おはなし会など他機関との協力を行っています。

※実習等受入

日　数 人数

7月27日、8月3日、8月4日 3日間 3人

7月28日～7月29日 2日間 2人

8月4日～8月5日 2日間 2人

8月11日～8月31日 21日間 1人

7月28日～7月29日 2日間 3人

8月4日～8月5日 2日間 2人

8月27日～8月31日 5日間 1人

※協力事業実績

日　数 人数

大
井

通年
（各月1回）

12回 468人

上
福
岡

通年
（各月1回）

12回
520人

市内高等学校教諭
（初任者研修民間企業等体験研修）

市内小学校教諭（５年経験者研修社
会貢献活動体験研修）

時　期

会　場　・　内　容

市内小・中学校教諭（５年経験者研
修社会貢献活動体験研修）

対象（事業名）

大
井

市内小学校教諭（５年経験者研修社
会貢献活動体験研修）

市内小学校教諭（５年経験者研修社
会貢献活動体験研修）

淑徳大学

城西大学　インターンシップ
（社会実習）

時　期

ブックスタート

保健センター
１０か月児相談時

（図書館利用案内の配付、絵本のよみ
きかせ）

ブックスタート

保健センター分室（大井総合支所）
１０か月児相談時

（図書館利用案内の配付、絵本のよみ
きかせ）

上
福
岡

22



※出張おはなし会

会　場 参加者

12月8日 大井保育所 115人

2月8日 亀久保小学校 3年生90人

2月23日 霞ヶ丘保育所 100人

3月6日 すまいる保育園 35人

5月16日 亀久保小学校ＰＴＡ 30人

11月18日 母子愛育会 26人

5月25日 上野台小学校ＰＴＡ 30人

6月2日 さぎの森小学校ＰＴＡ 14人

10月25日
霞ヶ丘保育所地域子育て支
援センター

親子16人

11月27日
上野台保育所地域子育て支
援センター

親子26人

12月20日
霞ヶ丘保育所地域子育て支
援センター

親子4人

1月12日
上野台保育所地域子育て支
援センター

親子10人

※掲示・展示協力

市民総合相談室人権推進係

高齢福祉課介護支援係

大井郷土資料館

市民総合相談室人権推進係

保健センター

市民総合相談室

市民総合相談室

男女共同参画週間図書展示
期間　6月1日～6月30日

女性に対する暴力をなくす運動図書展示
期間　11月15日～11月30日

親子のための絵本講座
（２歳児以上親子対象）

上
福
岡

読み聞かせをするＰＴＡボランティア
の読み聞かせ入門講座

テ　　ー　　マ

親子のための絵本講座
（０・１歳児親子対象）

上
福
岡

親子のための絵本講座
（０・１歳児親子対象）

親子のための絵本講座
（２歳児以上親子対象）

大
井

男女共同参画・最近の話題／スポーツと女性
期間　5月31日～6月26日

9月はアルツハイマー月間です
期間　8月30日～9月25日

特別展「人のすがた」土偶、埴輪、仏像、ひとがた
期間　11月1日～11月27日

ＤＶ（人権パネル展）
期間　11月15日～11月28日

自殺防止月間
期間　2月28日～3月26日

誕生日会での読み聞かせ等

上
福
岡

読み聞かせをするＰＴＡボランティア
のための読み聞かせ入門講座

※出張講座

協力先

読み聞かせをするＰＴＡボランティア
の読み聞かせ入門講座

誕生日会での読み聞かせ等

大
井

学級訪問（ブックトーク）

大
井

わらべうた講座

お誕生会

時　期 事　業　・　内　容
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（７）テーマ展示

一般展示　＊は市役所担当課による主催事業に合わせた図書の展示協力

展示期間

4月1日～4月24日

4月26日～5月29日

5月31日～6月26日

6月28日～7月24日

7月26日～8月28日

8月30日～9月25日

9月27日～10月30日

11月1日～11月27日

11月29日～12月27日

1月5日～1月29日

1月31日～2月26日

2月28日～3月26日 自殺防止月間＊

3月28日～4月23日

4月1日～4月15日

4月1日～4月30日

4月1日～3月31日

4月16日～4月30日

5月1日～5月15日

5月1日～5月31日

5月17日～5月31日

6月1日～6月15日

6月1日～6月30日

6月16日～6月30日

7月1日～7月15日

7月1日～7月31日

7月16日～8月23日

8月1日～8月31日

8月16日～8月31日

9月1日～9月15日

9月1日～9月30日

9月16日～9月30日

10月1日～10月16日

10月1日～10月31日

10月18日～10月31日

11月1日～11月14日

11月1日～11月15日

11月15日～11月30日

11月16日～11月30日

12月1日～12月27日

12月1日～12月27日

1月5日～1月15日

1月5日～1月31日

1月17日～1月31日

2月1日～2月28日

2月1日～2月28日

3月1日～3月15日

3月1日～3月31日

3月16日～3月31日

江戸絵画

発酵～不思議なしくみと能力

博物館・美術館・図書館へ行こう

アスリートの本

後世に伝えたい　平和と戦争

大人が読んでも面白い　ティーンエイジの本

ペーパークラフト

あたたかくなる本

埼玉　再発見！

介護・快互する人される人

おやつのじかん

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）＊

神社仏閣　御朱印めぐり

外国文学

お米いろいろ

本のはなし･･･。

ふじみ野　ア・ラ・カルト

洗濯とお掃除～梅雨対策

年末年始

春爛漫～春を読む

日本の水を考える

男女共同参画・最近の話題／スポーツと女性＊

さあ、出かけよう～どこへ行く？なにをする？

知って出かける沖縄

大
井

職場の人間関係

展 示 テ ー マ

平和を考える戦争関連図書「原爆が投下された日」＊

９月はアルツハイマー月間です＊

「人のすがた」土偶、埴輪、仏像、ひとがた＊

書評に載った本

日本の城

年越しに向けて

バレンタインに向けて

心と身体をリラックス

「男女共同参画」仕事、結婚、子育て～誰もが自分
らしく活躍できる社会になるために必要なことは？

冬を楽しむ

さあ、今年は何から始めよう！？

こだわりの文房具をみつけたい

北欧がもっと好きになる

ＤＩＹとガーデニング

スキンケア対策

詩集～名作から現代詩まで

器を楽しむ～作る、盛る、飾る

生物多様性ってなに？

花粉症

バリアフリーの本

今、生きることの大切さを考える（自殺対策強化月
間）＊

上
福
岡

修理とリメイク
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展示期間

4月16日～4月24日

4月26日～5月8日

5月10日～5月22日

5月24日～6月12日

6月14日～6月26日

6月28日～7月10日

7月12日～7月24日

7月26日～8月7日

8月9日～8月21日

8月23日～9月11日

9月13日～9月25日

9月27日～10月9日

10月11日～10月23日

10月25日～11月13日

11月15日～11月28日

11月29日～12月11日

12月13日～12月27日

1月5日～1月23日

1月24日～2月13日

2月22日～3月12日

3月14日～3月28日

3月29日～4月10日

一般展示

展示期間

4月1日～4月17日 通園・通学準備特集

4月1日～4月17日 新生活の準備特集

4月1日～4月21日

4月1日～4月28日

4月1日～3月31日 ふじみんの今週のおすすめ本

4月19日～7月15日

4月22日～5月24日 新緑（飾り付け）

4月29日～5月5日

5月10日～5月31日

5月10日～6月5日

5月13日～11月30日

5月25日～6月19日

6月1日～8月31日

6月7日～6月30日

6月21日～9月23日

7月1日～8月26日

7月1日～8月26日

7月1日～8月31日

7月16日～8月31日

8月10日～8月31日

8月27日～9月30日

10月1日～10月31日

10月11日～11月20日

障がい者差別解消法を知っていますか

夏の風物詩　食べ物でいえば･･･

展 示 テ ー マ

地震　今できること

火工廠の本と戦時下のくらし

ミニ展示

上
福
岡

大
井

展 示 テ ー マ

図書館だけど…本屋大賞2016

夏休みのおすすめ本

本が泣いています

宮沢賢治の世界

ＤＩＹ

永六輔　特集

富士山（桜バージョン）（飾り付け）

熊本～熊本を知る、熊本を想う

ＧＷ日帰り計画

見て・聞いて・感じる読書～活字を読むのがむずか
しい方のためのさまざまな読書

温故知新の風呂敷講座

新聞で見るふじみ野市（最新版）

梅雨（飾り付け）

夏休みの課題図書

夏の健康管理～夏を元気に

水（飾り付け）

できる！自由研究～自由研究アイデアシート

自由研究と工作の本

涼

お手入れ

知っておきたい乳がん

１８歳から参加する選挙

ＴＨＥ　ダイエット

ハーブのある暮らしを楽しもう

つるし雛とちりめん細工

思い出を残そう

はじめまして　あいさつ・自己紹介・話し方の本

天気と気象

オリンピック　パラリンピック

読書の秋です。ブックレビュー読んでみよう！書い
てみよう！

古事記・日本書記（古典の日にちなんで）

ＤＶ（人権パネル展）＊

葛飾北斎

アメリカ大統領

高齢者介護に役立つ紙芝居と本

日本の文豪　夏目漱石

秋とうさぎ（飾り付け）
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10月11日～3月31日

11月1日～11月12日

11月1日～12月16日 見て・聞いて・感じる読書

11月22日～1月5日 クリスマス（飾り付け）

12月12日～12月25日 クリスマスツリー（飾り付け）

12月17日～12月27日 本の福袋

12月20日～12月27日

1月5日～1月7日

1月5日～1月15日

1月6日～2月19日

1月17日～2月19日

2月1日～2月28日

2月1日～3月31日

2月15日～3月31日

2月21日～3月31日

2月21日～3月31日

2月21日～3月31日

3月6日～3月31日

3月15日～3月31日

追悼特集

展示期間

7月12日～7月19日

2月12日～2月19日

2月18日～3月3日

大
井

展 示 テ ー マ

大橋　巨泉

新聞で見るふじみ野市（最新版）

ふじみ野ア・ラ・カルト郵便局編～風景印～

りんごの棚

古典の日

2016　BOOK　OF　THE YEAR IN 上福岡図書館

お正月（飾り付け）

鳥　とり　トリ

雪だるま（飾り付け）

御朱印めぐり　パート２

図書館だけど…本屋大賞2017

さとうさとる　と　ディック・ブルーナ

ハト（鳩）（飾り付け）

通園通学準備特集

はる新生活始まる

東日本大震災～６年

ふじみ野ア・ラ・カルト桜マップ

谷口　ジロー
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児童展示

展示期間

4月～5月

5月～6月

7月～8月

9月

10月

11月

12月～1月

2月

3月～4月

4月1日～4月3日

4月4日～5月15日

4月8日～5月8日

4月20日～5月8日

5月9日～6月19日 父の日

5月17日～6月19日

6月7日～7月17日

6月21日～7月10日

7月11日～8月31日

9月1日～9月18日

9月1日～9月18日

9月20日～11月20日

10月1日～10月31日

11月2日～11月20日

11月22日～12月25日

12月26日～1月6日

1月7日～2月5日

1月10日～2月3日

2月11日～3月3日

2月22日～3月31日

児童特別展示

展示期間

2月25日～4月15日

4月16日～5月15日

5月16日～6月30日

7月1日～8月31日

9月1日～10月30日

10月4日～10月30日

11月1日～11月30日

12月1日～1月15日

1月16日～3月6日

3月7日～5月9日

児童季節展示

展示期間

9月1日～9月30日

9月1日～10月30日

10月1日～11月15日

11月16日～12月27日

1月5日～2月5日

2月7日～4月3日

クリスマス

鬼

高校司書が選んだイチオシ本

展示テーマ

なつやすみの本

大
井

ハロウイン

国際アンデルセン賞作家・画家の本

ほいくえん、ようちえん、小学校

かがくのほん

展示テーマ

運動会、おじいさん、おばあさん、お月見

せつぶん

おひなさま

おめでとう

鳥・酉（とり）

雪と氷

からだ

宇宙（うちゅう）

読んでみよう日本語の本　比べてみよう英語の本と

エリック・カールのせかい

夏のほん

お正月

こどもの日

母の日

もっと!赤ちゃんと絵本を楽しもう!～ブックスター
ト特集

つゆの本

大
井

大
井

森

紅葉（もみじ）

クリスマス

はるのほん

こども

展 示 テ ー マ

上
福
岡

せんそう

宮沢賢治生誕120年

おめでとうノーベル賞

読書感想画、子どもたちに読んでほしい本

お正月

ひなまつり

端午の節句　太郎の本

ふゆ・ゆきのほん

たなばた

読書の秋に読んでみよう！

クリスマスのほん

おつきみ

おじいちゃん　おばあちゃんの本

あきのほん

ハロウィン
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（８）集会室等の施設提供

　【上福岡図書館】

　①　部屋別状況

室　名 区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 小計

件数 21 31 26 20 27 31 24 19 23 28 30 280

人数 204 291 224 177 241 230 205 161 187 243 248 2,411

件数 22 24 15 20 15 18 20 15 14 16 20 199

人数 361 304 181 217 162 203 275 159 157 188 296 2,503

件数 21 21 24 25 31 23 22 26 19 24 20 30 286

人数 870 845 1,227 1,082 1,309 1,050 992 1,270 934 1,061 1,035 1,534 13,209

件数 64 76 65 65 31 65 71 70 53 61 64 80 765

人数 1,435 1,440 1,632 1,476 1,309 1,453 1,425 1,750 1,254 1,405 1,466 2,078 18,123

　※集会室１・２は7/15から8/31まで、学習室として開放

　②　夏休み期間の学習室開放

（９）視聴覚ライブラリー

　　機材貸出・利用状況
１６ミリ映写機や１６ミリフィルムなどを、市内の小学校・保育所・児童館・自治会などに

合計

１６ミリフィルム

ビデオ

8

スクリーン

集会室
１

集会室
２

合　計

視聴覚
ホール

貸し出ししています。

学
習
室
開
放

－

貸出件数

　大井図書館は７月１５日（金）から８月３1日(水）まで１階郷土学習室を開放し、述べ９１６人
（うち大人８６９人、子ども４７人）の利用がありました。上福岡図書館では、７月１５日（金）か
ら８月３1日（水）までと２月１８日（土）から２月１９日（日）までのの期間、２階集会室を学習
室として（集会室１をグループ学習用、集会室２個人学習用に）開放し、述べ５０６人（うち大人４
１２人、子ども９４人）が利用しました。

１６ミリ映写機

機　　材　　名 利用(視聴）人数

30

0

2,658

43

5

（１０）上福岡図書館のモニタリング

　指定管理者による上福岡図書館の運営をモニタリングするため、毎月１回の連絡調整会議を行い、
報告書の提出を求めるなど指導・監督を行いました。また、本などの選書を共に行い、毎週１回の選
定会議を行いました。

0

2,658

－
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費　　　目 29年度 28年度 比　較 　　　　　　　備　考

報酬 1,801 1,801 0
共済費 429 431 -2
賃金 11,078 9,334 1,744
報償費 787 607 180
旅費 62 62 0
需用費 13,596 12,146 1,450
役務費 874 927 -53
委託料 154,246 145,918 8,328 上福岡図書館指定管理料含む

使用料及び賃借料 7,255 7,254 1
工事請負費 9,710 0 9,710
備品購入費 2,222 156 2,066
負担金、補助及び交付金 47 47 0
公課費 0 0 0
図書館費総額 202,107 178,683 23,424
教育費総額 3,812,624 3,857,749 -45,125
市歳出予算総額 37,924,751 36,726,354 1,198,397

費　　　目 29年度 28年度 比　較 　　　　　　　備　考

報酬 1,801 1,801 0
共済費 429 431 -2
賃金 11,078 9,334 1,744
報償費 787 607 180
旅費 62 62 0
需用費 12,996 8,403 4,593 新聞含む（雑誌は上福岡で一括購入）

役務費 610 639 -29
委託料 17,897 9,569 8,328
使用料及び賃借料 6,671 6,670 1
備品購入費 2,222 76 2,146 （図書備品は上福岡で一括購入）

負担金、補助及び交付金 47 47 0
公課費 0 0 0
総　　　　　額 54,600 37,639 16,961

費　　　目 29年度 28年度 比　較 　　　　　　　備　考

報酬 0 0 0
共済費 0 0 0
賃金 0 0 0
報償費 0 0 0
旅費 0 0 0
需用費 600 3,743 -3,143
役務費 264 288 -24
委託料 136,349 136,349 0 上福岡図書館指定管理料含む

使用料及び賃借料 584 584 0
工事請負費 9,710 0 9,710
備品購入費 0 80 -80
負担金、補助及び交付金 0 0 0
総　　　　　額 147,507 141,044 6,463

【上福岡図書館】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

7　平成29年度予算

●図書館費当初予算総額           　　　　                      単位：千円

【大井図書館】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円
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指定管理事業収支

平成28年度 ）

金額 項目 金額 項目 金額 項目 金額

0 利用料金 0 施設使用料 0 施設使用料 0

136,348,644 指定管理料 136,348,644 行政財産使用料 144,807 行政財産使用料 42,766

110,000 自主事業※ 120,535 国庫支出金 0 国庫支出金 0

96,000 その他収入 110,960 県支出金 0 県支出金 0

その他 0 その他 0

136,554,644 計 136,580,139 計 144,807 計 42,766

76,375,644 人件費 73,080,389 修繕料 3,732,782 修繕料 3,659,904

11,556,000 設備管理費 11,555,995 保険料 57990 保険料 0

22,200,000 資料費 22,226,895 指定管理料 136,348,644 指定管理料 68,174,322

2,160,000 修繕費 1,958,580 業務委託料 業務委託料 153,360

8,530,000 光熱水費 7,203,449 土地・建物賃借料 0 土地・建物賃借料 0

5,743,000 事業費 5,555,731 その他 15,310,752 その他 6,775

1,920,000 事務経費 2,064,924

0 本社経費 0

8,070,000 その他 12,934,176

136,554,644 計 136,580,139 計 155,450,168 計 71,994,361

損益 0 0 差引 △ 71,951,595

収入 収入

支出 支出

0 自主事業損益 0

人件費比率【人件費／指定管理者事業支出】 53.5%

市の収支

年度計画額 収支実績額 平成28年度決算 平成27年度決算

項目

歳入

指定管理料

自主事業※

その他収入

計

△ 155,305,361

支出

人件費

歳出

設備管理費

資料費

修繕費

光熱水費

事業費

事務経費

本社経費

その他

計

自主事業

自主事業損益

事業収支
（単位：円）

指定管理者収支（

収入

利用料金
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（１）平成２８年度　市町村図書館活動調査結果

ときがわ町 10.83

鳩山町 357 小川町 9.13

ときがわ町 349 鳩山町 8.70

和光市 349 宮代町 7.50

三芳町 341 三芳町 7.29

嵐山町 330 鶴ヶ島市 7.12

秩父市 328 毛呂山町 6.54

宮代町 320 越生町 6.39

志木市 319 吉見町 6.35

越生町 318 秩父市 5.99

幸手市 311 滑川町 5.95

小鹿野町 292 吉川市 5.78

小川町 280 横瀬町 5.72

吉見町 271 さいたま市 3,520,296 川島町 5.54 　 　

川島町 252 川口市 1,269,093 嵐山町 5.23 　 　

寄居町 250 所沢市 952,424 東秩父村 5.14

さいたま市 159,893 北本市 237 川越市 799,324 寄居町 5.09

川口市 85,710 加須市 232 春日部市 675,135 小鹿野町 4.96 三芳町 11.20

越谷市 51,471 毛呂山町 228 狭山市 649,988 加須市 4.93 宮代町 10.33

所沢市 42,923 三郷市 224 越谷市 647,044 ふじみ野市 4.90 小川町 8.39

新座市 31,343 本庄市 216 草加市 586,217 東松山市 4.46 さいたま市 9,422,780 鶴ヶ島市 8.23

三郷市 31,008 鴻巣市 213 上尾市 560,944 杉戸町 4.32 川口市 2,879,637 ふじみ野市 8.11

春日部市 30,540 蕨市 209 加須市 550,587 狭山市 4.30 越谷市 1,822,356 さいたま市 7.36

和光市 28,359 東松山市 208 ふじみ野市 548,230 志木市 4.21 川越市 1,670,131 寄居町 7.20

上尾市 27,991 杉戸町 196 入間市 540,039 富士見市 3.89 所沢市 1,582,308 鳩山町 6.75

狭山市 27,316 新座市 192 朝霞市 521,511 行田市 3.83 上尾市 1,180,654 吉川市 6.68

久喜市 26,265 美里町 190 鶴ヶ島市 499,492 蓮田市 3.81 春日部市 997,694 毛呂山町 6.66

加須市 25,895 滑川町 186 三郷市 480,933 朝霞市 3.78 草加市 922,306 朝霞市 6.51

鴻巣市 25,070 伊奈町 186 久喜市 462,478 美里町 3.71 ふじみ野市 907,162 東松山市 6.41

戸田市 24,771 羽生市 184 熊谷市 433,897 飯能市 3.66 朝霞市 898,177 蓮田市 6.25

朝霞市 23,999 狭山市 181 富士見市 423,322 入間市 3.66 狭山市 865,400 桶川市 6.16

志木市 23,756 戸田市 178 新座市 413,155 上里町 3.58 入間市 849,571 行田市 5.95

川越市 23,076 朝霞市 174 東松山市 410,153 日高市 3.51 新座市 803,212 杉戸町 5.95

草加市 21,954 久喜市 173 戸田市 408,782 幸手市 3.50 三郷市 760,340 鴻巣市 5.89

秩父市 20,444 八潮市 169 吉川市 408,646 三郷市 3.47 熊谷市 756,296 狭山市 5.72

東松山市 19,138 吉川市 167 鴻巣市 396,989 八潮市 3.38 久喜市 750,880 入間市 5.76

熊谷市 19,000 ふじみ野市 158 深谷市 373,770 鴻巣市 3.37 戸田市 702,834 志木市 5.64

ふじみ野市 17,680 桶川市 156 秩父市 373,251 羽生市 3.18 鴻巣市 694,092 三郷市 5.49

県内平均 17,768 県内平均 153 県内平均 365,566 県内平均 3.16 県内平均 630,343 県内平均 5.44

入間市 16,963 越谷市 151 志木市 313,159 桶川市 3.08 東松山市 589,554 北本市 5.35

本庄市 16,766 上里町 150 行田市 309,452 久喜市 3.04 加須市 588,097 越谷市 5.34

幸手市 16,188 川口市 147 坂戸市 304,334 坂戸市 2.99 鶴ヶ島市 576,743 嵐山町 5.32

北本市 15,787 富士見市 145 八潮市 298,662 戸田市 2.94 富士見市 568,273 加須市 5.27

富士見市 15,784 飯能市 144 飯能市 294,078 本庄市 2.92 深谷市 482,456 上尾市 5.24

蕨市 15,299 日高市 141 三芳町 281,131 春日部市 2.91 行田市 481,372 富士見市 5.22

八潮市 14,943 鶴ヶ島市 140 小川町 277,346 伊奈町 2.89 吉川市 472,095 飯能市 5.12

坂戸市 14,064 坂戸市 138 宮代町 254,999 長瀞町 2.83 桶川市 457,352 戸田市 5.05

三芳町 13,144 春日部市 132 毛呂山町 240,375 所沢市 2.79 三芳町 432,201 川口市 4.94

吉川市 11,830 所沢市 126 蓮田市 236,408 北本市 2.76 坂戸市 424,891 久喜市 4.94

桶川市 11,600 さいたま市 125 桶川市 228,536 さいたま市 2.75 志木市 419,912 新座市 4.91

飯能市 11,537 上尾市 124 本庄市 227,122 蕨市 2.68 飯能市 411,385 川越市 4.73

深谷市 10,969 入間市 115 日高市 196,472 深谷市 2.61 蓮田市 388,091 所沢市 4.64

宮代町 10,900 行田市 112 蕨市 196,273 新座市 2.53 八潮市 384,238 羽生市 4.49

羽生市 10,000 神川町 112 杉戸町 194,313 上尾市 2.49 北本市 356,402 上里町 4.49

鶴ヶ島市 9,818 横瀬町 107 和光市 193,653 神川町 2.46 宮代町 351,507 ときがわ町 4.48

行田市 9,088 白岡市 101 北本市 183,590 和光市 2.38 和光市 297,942 幸手市 4.45

杉戸町 8,811 熊谷市 96 幸手市 182,007 皆野町 2.36 蕨市 290,489 伊奈町 4.43

小川町 8,500 蓮田市 89 羽生市 173,539 草加市 2.36 杉戸町 267,867 滑川町 4.35

毛呂山町 8,391 草加市 88 寄居町 170,218 川越市 2.27 小川町 254,924 八潮市 4.35

寄居町 8,365 深谷市 77 伊奈町 129,139 熊谷市 2.20 羽生市 244,748 春日部市 4.30

伊奈町 8,280 川越市 65 鳩山町 122,027 川口市 2.18 毛呂山町 244,682 坂戸市 4.18

日高市 7,901 東秩父村 62 吉見町 121,639 越谷市 1.90 寄居町 240,944 越生町 4.06

嵐山町 5,979 皆野町 40 ときがわ町 120,759 白岡市 1.84 幸手市 231,239 蕨市 3.97

蓮田市 5,557 松伏町 17 川島町 112,800 松伏町 1.41 秩父市 218,142 日高市 3.88

白岡市 5,271 長瀞町 10 滑川町 110,989 日高市 217,525 熊谷市 3.84

吉見町 5,186 上里町 108,621 本庄市 212,174 草加市 3.71

川島町 5,130 白岡市 95,764 伊奈町 197,666 和光市 3.67

鳩山町 5,000 嵐山町 94,810 白岡市 183,223 川島町 3.63

上里町 4,553 越生町 73,086 上里町 135,981 白岡市 3.53

ときがわ町 3,890 小鹿野町 58,090 嵐山町 96,454 秩父市 3.50

越生町 3,641 横瀬町 47,392 鳩山町 94,668 深谷市 3.37

滑川町 3,466 松伏町 41,979 滑川町 81,174 小鹿野町 3.11

小鹿野町 3,416 美里町 40,832 川島町 73,943 横瀬町 2.88

美里町 2,098 神川町 33,427 吉見町 52,099 本庄市 2.73

神川町 1,516 皆野町 23,308 ときがわ町 49,927 吉見町 2.72

横瀬町 890 長瀞町 20,208 越生町 46,457 美里町 1.69

松伏町 498 東秩父村 14,449 小鹿野町 36,353 神川町 1.26

皆野町 399 松伏町 24,908 松伏町 0.84

東秩父村 175 横瀬町 23,886 東秩父村 0.77

長瀞町 75 美里町 18,627 皆野町 0.40

神川町 17,125 長瀞町 0.27

　 皆野町 3,951

　 東秩父村 2,174

長瀞町 1,915

　　 ◆各項目のデータは「平成２９年度埼玉の公立図書館調査」による。　◆算出基礎となる人口は埼玉県総務部統計課編『月刊統計資料』（平成29年4月１日現在の「埼玉県の推計人口」）によった。

　　 ◆「県内平均」のうち、市町村数を分母として算出する項目は、県内市町村数（63）を分母として算出した。

　　 ◆「図書購入費」は平成28年度決算見込額によった。（確定額ではないので留意されたい。）　◆「貸出冊数」のデータに団体貸出は含まれていない。

 　　◆近隣自治体住民への貸出を含めて「貸出冊数」を計上している自治体もあるため、「人口１人当たりの貸出冊数」の項目の数値は、必ずしも各自治体の厳密な人口比となっていない場合もあるので留意されたい。

８　参考資料　　　　　　　　　　

転載し、「ふじみ野市」を強調

人口１人当たり貸出冊数蔵書冊数 人口１人当たり蔵書冊数 貸出冊数図書購入費(千円) 人口１人当たり図書購入費(円)

※「平成２８年度埼玉の公立図書館」埼玉県図書館協会発行から
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（２）図書館法 
（昭和二十五年四月三十日） 

（法律第百十八号） 

第七回通常国会 

第三次吉田内閣 

図書館法をここに公布する。 

図書館法 

目次 

第一章 総則（第一条―第九条） 

第二章 公立図書館（第十条―第二十三条） 

第三章 私立図書館（第二十四条―第二十九条） 

附則 

第一章 総則 

（この法律の目的） 

第一条 この法律は、社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必

要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の

利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤

十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの（学校に附属する図書館又は図書室を除く。）をい

う。 

２ 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若し

くは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。 

（昭二七法三〇五・平一八法五〇・一部改正） 

（図書館奉仕） 

第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教

育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。 

一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育

の資料その他必要な資料（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することがで

きない方式で作られた記録をいう。）を含む。以下「図書館資料」という。）を収集し、一般公衆の利用に供

すること。 

二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。 

三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。 

四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と

緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。 

五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。 

六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。 

七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。 

八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供

し、及びその提供を奨励すること。 

九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。 

（平二〇法五九・一部改正） 

（司書及び司書補） 

第四条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。 

２ 司書は、図書館の専門的事務に従事する。 

３ 司書補は、司書の職務を助ける。 

（司書及び司書補の資格） 

第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。 

一 大学を卒業した者で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの 

二 大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの 

三 次に掲げる職にあつた期間が通算して三年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了したもの 

イ 司書補の職 

ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当するもの 
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ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の司書補

の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。 

一 司書の資格を有する者 

二 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者で次

条の規定による司書補の講習を修了したもの 

（昭三六法一四五・平一〇法一〇一・平二〇法五九・一部改正） 

（司書及び司書補の講習） 

第六条 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。 

２ 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。ただし、そ

の履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。 

（昭二七法一八五・平一一法一六〇・一部改正） 

（司書及び司書補の研修） 

第七条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のために必要な研修を

行うよう努めるものとする。 

（平二〇法五九・全改） 

（設置及び運営上望ましい基準） 

第七条の二 文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、こ

れを公表するものとする。 

（平二〇法五九・追加） 

（運営の状況に関する評価等） 

第七条の三 図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき図書館の運営の改

善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（平二〇法五九・追加） 

（運営の状況に関する情報の提供） 

第七条の四 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これら

の者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めな

ければならない。 

（平二〇法五九・追加） 

（協力の依頼） 

第八条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市（特別区を含む。以下同じ。）

町村の教育委員会に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借等に関して協力を求めること

ができる。 

（昭三一法一六三・一部改正） 

（公の出版物の収集） 

第九条 政府は、都道府県の設置する図書館に対し、官報その他一般公衆に対する広報の用に供せられる独立行政法

人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。 

２ 国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する刊行物その他の資

料を無償で提供することができる。 

（昭二七法二七〇・平一四法四一・一部改正） 

第二章 公立図書館 

（設置） 

第十条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。 

（昭三一法一六三・一部改正） 

第十一条及び第十二条 削除 

（昭六〇法九〇） 

（職員） 

第十三条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める専門的職員、事

務職員及び技術職員を置く。 

２ 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。 

（昭三一法一四八・昭三六法一四五・昭三七法一三三・平一一法八七・一部改正） 

（図書館協議会） 

第十四条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。 

２ 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対

して意見を述べる機関とする。 
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第十五条 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。 

（平一一法八七・平二〇法五九・平二三法一〇五・一部改正） 

第十六条 図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会に関し必要な事項につい

ては、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。この場合において、委員の任命の基準

については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。 

（昭三一法一六三・昭三四法一五八・平一一法八七・平二三法一〇五・一部改正） 

（入館料等） 

第十七条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。 

第十八条及び第十九条 削除 

（平二〇法五九） 

（図書館の補助） 

第二十条 国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備に要する経費

その他必要な経費の一部を補助することができる。 

２ 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。 

（昭三四法一五八・全改） 

第二十一条及び第二十二条 削除 

（平一一法八七） 

第二十三条 国は、第二十条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該

年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならな

い。 

一 図書館がこの法律の規定に違反したとき。 

二 地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。 

三 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。 

第三章 私立図書館 

第二十四条 削除 

（昭四二法一二〇） 

（都道府県の教育委員会との関係） 

第二十五条 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求め

ることができる。 

２ 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置及び運営に関して、専門的、

技術的の指導又は助言を与えることができる。 

（昭三一法一六三・一部改正） 

（国及び地方公共団体との関係） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対し、補助金を

交付してはならない。 

第二十七条 国及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき、援助を与え

ることができる。 

（入館料等） 

第二十八条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。 

（図書館同種施設） 

第二十九条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。 

２ 第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。 

（昭三一法一六三・一部改正） 

以下附則省略 
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（３）ふじみ野市立図書館条例 
平成１７年１０月１日 

条例第６７号 

改正 平成２４年３月２３日条例第１３号 

平成２６年９月３０日条例第３３号 

平成２７年６月２３日条例第３２号 

（設置） 

第１条 図書館法（昭和２５年法律第１１８号。以下「法」という。）第１０条の規定に基づき、ふじみ野市立図書

館（以下「図書館」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

ふじみ野市立上福岡図書館 ふじみ野市上野台三丁目３番１号 

ふじみ野市立大井図書館 ふじみ野市大井中央二丁目１９番５号 

（事業） 

第３条 図書館は、次の事業を行う。 

(1) 法第３条に掲げる事業に関すること。 

(2) 図書館の施設の利用に関すること。 

（職員） 

第４条 図書館に館長、司書その他の職員を置く。 

（休館日） 

第５条 図書館の休館日は、次のとおりとする。 

(1) 定期休館日 

図書館名 休館日 

ふじみ野市立上福岡図書館 毎月第３月曜日 

ふじみ野市立大井図書館 毎月第２月曜日、第４月曜日及び第５月曜日 

(2) １２月２８日から翌年の１月４日までの日 

(3) 資料特別整理期間（毎年１５日以内） 

２ 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認める場合は、ふじみ野市教育委員会（以下「教育委員会」という。）

の承認を得て、同項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。 

（平２６条例３３・平２７条例３２・一部改正） 

（利用及び貸出しの制限） 

第６条 教育委員会は、図書館の利用者の遵守事項を定め、及び図書館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある

者の入館を禁止し、又はその者に対し、図書館からの退去を命ずることができる。 

２ 館長は、貴重図書その他館長が特に指定したものについては、貸出しをしないことができる。 

３ 館長は、指定期間内に貸し出した図書館資料を返納しないものに対しては、今後において貸出しを制限すること

ができる。 

（指定管理者による管理） 

第７条 教育委員会は、図書館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

４４条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの（以下「指定管理者」とい

う。）に、図書館の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。 

(1) 第３条各号に掲げる業務 

(2) 図書館の維持管理に関する業務 

(3) 図書館の利用促進に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務 

２ 前項の規定により、指定管理者に図書館の管理を行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、第６

条第１項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。 

（平２６条例３３・追加） 

（指定管理者が行う管理の基準等） 

第８条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。 

(1) 関係する法令等を遵守し、適正に図書館の管理を行うこと。 

(2) 図書館を利用する者に対して、平等かつ適正なサービスの提供を行うこと。 

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。 

（平２６条例３３・追加） 

（損害賠償） 
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第９条 図書館の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、図書館の施設若しくは設備を損傷したとき、又は備

品若しくは図書館資料を紛失し、汚損し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなけれ

ばならない。 

（平２６条例３３・旧第７条繰下） 

（図書館協議会の設置） 

第１０条 法第１４条第１項の規定に基づき、図書館にふじみ野市立図書館協議会（以下「協議会」という。）を置

く。 

２ 協議会の委員（以下「委員」という。）の定数は、１０人とする。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(1) ふじみ野市立学校設置条例（平成１７年ふじみ野市条例第５９号）第２条に規定する小学校及び中学校の学校

長 

(2) 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第１０条に規定する市内の社会教育関係団体の代表者 

(3) 学識経験者 

(4) 前３号に掲げるもののほか、家庭教育の向上に資する活動を行う者として教育委員会が認める者 

（平２４条例１３・一部改正、平２６条例３３・旧第８条繰下） 

（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

（平２６条例３３・旧第９条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の上福岡市立市民図書館条例（平成５年上福岡市条例第１１号）又は

大井町立図書館設置条例（昭和４８年大井町条例第１７号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、そ

れぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２４年条例第１３号） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年条例第３３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年１０月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 指定管理者による管理に関し必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 

附 則（平成２７年条例第３２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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（４）ふじみ野市立図書館条例施行規則 
平成１７年１０月１日 

教育委員会規則第２７号 

改正 平成１９年９月２７日教委規則第１１号 

平成２１年２月２７日教委規則第５号 

平成２１年１１月２７日教委規則第２７号 

平成２４年３月２７日教委規則第１０号 

平成２４年１２月２６日教委規則第２１号 

平成２６年９月２５日教委規則第１３号 

平成２７年６月２５日教委規則第９号 

平成２７年９月２５日教委規則第１０号 

平成２８年７月１５日教委規則第８号 

平成２９年２月１７日教委規則第５号 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 図書館奉仕 

第１節 通則（第２条・第３条） 

第２節 図書館資料の利用（第４条―第７条の２） 

第３節 図書室資料の利用（第８条・第９条） 

第４節 対面朗読等（第１０条―第１２条） 

第５節 移動図書館及び地域文庫（第１３条―第１５条） 

第６節 集会室等の設置及び利用（第１６条―第２０条） 

第７節 図書館資料の複写（第２１条―第２３条） 

第３章 資料の寄贈及び寄託（第２４条・第２５条） 

第４章 組織（第２６条・第２７条） 

第５章 図書館協議会（第２８条―第３０条） 

第６章 補則（第３１条―第３３条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、ふじみ野市立図書館条例（平成１７年ふじみ野市条例第６７号。以下「条例」という。）第１

１条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（平２６教委規則１３・一部改正） 

第２章 図書館奉仕 

第１節 通則 

（事業） 

第２条 ふじみ野市立図書館（以下「図書館」という。）は、条例第３条の規定に基づき、次の事業を行う。 

(1) 図書、雑誌、視聴覚資料その他の資料（以下これらを「資料」という。）で図書館において管理する資料（以

下「図書館資料」という。）の収集、整理、保存及び廃棄 

(2) 図書館資料の館内閲覧及び貸出し 

(3) 読書案内、読書相談及び調査研究に対する援助 

(4) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映画会、資料展示等の主催及び奨励 

(5) 時事に関する情報及び資料の紹介及びこれらの提供 

(6) 図書館資料の図書館相互貸借 

(7) 他の図書館、学校、公民館、研究所等の施設及び団体との連絡協力 

(8) ふじみ野市立上福岡西公民館図書室、移動図書館及び地域文庫の運営 

(9) 前各号に定める事業のほか、図書館の目的達成のために必要な事業 

（平２１教委規則２７・一部改正） 

（利用時間） 

第３条 図書館の利用時間は、次のとおりとする。 

(1) ふじみ野市立上福岡図書館（以下「上福岡図書館」という。） 午前９時から午後８時まで 

(2) ふじみ野市立大井図書館（以下「大井図書館」という。） 午前９時３０分から午後７時（ふじみ野市の休日

を定める条例（平成１７年ふじみ野市条例第３号）第１条第１項に規定する市の休日は午後５時）まで 

２ 図書館長（以下「館長」という。）は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用時間を変更することが

できる。 
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（平２１教委規則５・平２６教委規則１３・平２７教委規則９・一部改正） 

第２節 図書館資料の利用 

（貸出しの対象） 

第４条 図書館資料の貸出しを受けることができるものは、次のとおりとする。ただし、館長が特別の理由があると

認める場合は、この限りでない。 

(1) 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者 

(2) ふじみ野市と相互利用協定を締結している自治体に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者 

(3) 市内に所在する機関、学校、事業所その他の団体（以下「団体等」という。） 

（利用カード） 

第５条 図書館資料の貸出しを受けようとするものは、ふじみ野市立図書館利用カード交付申請書（様式第１号。以

下「申請書」という。）に記載する事項を証明する書類等を添付又は提示の上、館長に提出してふじみ野市立図書

館利用カード（様式第２号。以下「利用カード」という。）の交付を受けなければならない。 

２ 図書館資料の貸出しを受けるときは、利用カードを提示しなければならない。 

３ 利用カードを有するものは、利用カードを紛失した場合又は申請書の記載事項に変更があった場合は、速やかに

館長に届け出なければならない。 

４ 利用カードの交付を受けたものは、個人については交付日から２年ごとに、団体等については交付日から１年ご

とに申請書の記載事項に変更がないことを証明する書類等の提出又は提示をし、利用資格の確認を受けなければな

らない。 

５ 紛失等の理由により利用カードの再交付を受けようとするものは、再度申請書を館長に提出しなければならない。 

６ 利用カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。 

（平２１教委規則２７・一部改正） 

（貸出しの資料、数量及び期間） 

第６条 同時に貸出しを受けることができる図書館資料は、次の表のとおりとする。ただし、館長が特別の理由があ

ると認める場合は、この限りでない。 

区分 資料名 貸出数量 貸出期間 

個人貸出し 図書、紙芝居、雑誌 図書、紙芝居及び雑誌を併

せて２０点以内 

２週間以内 

カセットテープ ５点以内 

コンパクトディスク（CD） ５点以内 

DAISY ５点以内 

DVD ２点以内 

団体等貸出し 図書館資料 １００点以内 １か月以内 

（平２１教委規則５・平２１教委規則２７・平２９教委規則５・一部改正） 

（資料の返納） 

第７条 図書館資料の貸出しを受けたものは、当該資料を指定された期間内に返納しなければならない。 

（貸出しの制限） 

第７条の２ 館長は、図書館資料の貸出しを受け、当該図書館資料を返却期限日から３０日を経過しても返却しない

者に対し、条例第６条第３項に規定する図書館資料の貸出しを制限するものとする。 

２ 前項に規定する貸出しの制限は、館長が当該図書館資料の返却を確認した日までとする。 

３ 前２項の規定は、図書館資料を紛失し、又は著しく汚損した場合において、条例第９条に規定する損害賠償（こ

れに準ずるものとして館長が認めた弁償方法を含む。）をしない者がその弁済の期限を経過した場合において準用

する。 

（平２４教委規則２１・追加、平２６教委規則１３・一部改正） 

第３節 図書室資料の利用 

（図書室の運営） 

第８条 ふじみ野市立上福岡西公民館図書室（以下次条において「図書室」という。）は、図書館の職員がその事務

処理に当たる。 

（平２１教委規則２７・一部改正） 

（貸出しの日時及び条件） 

第９条 図書室で管理する図書館資料（以下この条において「図書室資料」という。）の貸出しを受けられる日は、

日曜日及び火曜日から土曜日までの日とし、その時間は、午前９時から午後８時までとする。 

２ 図書室資料の貸出しについては、第４条から第７条までの規定を適用する。 

（平２７教委規則１０・一部改正） 

第４節 対面朗読等 

（対面朗読等の利用対象等） 



39 

第１０条 図書館は、対面朗読、点字図書及び録音図書の貸出し等（以下この条において「対面朗読等」という。）

を行う。 

２ 対面朗読等を利用することのできる者は、市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者で、視覚障害のため

身体障害者手帳の交付を受けているものとする。ただし、特別の理由により館長が許可した者については、この限

りでない。 

３ 対面朗読等を利用しようとする者は、身体障害者手帳を館長に提示し、図書館に申し出なければならない。 

（平２１教委規則２７・一部改正） 

（対面朗読の利用手続） 

第１１条 対面朗読を利用しようとする者は、あらかじめ希望する日時を館長に申し出なければならない。 

（点字図書及び録音図書の利用手続） 

第１２条 点字図書及び録音図書（以下これらを「点字図書等」という。）を利用しようとする者は、館長に申し出

なければならない。ただし、貸出しにおいては、電話又は郵便等により申し出ることができる。 

２ 同時に貸出しできる点字図書等は２０点以内とし、その利用期間は２週間以内とする。ただし、特別の理由によ

り館長が許可した場合は、この限りでない。 

３ 点字図書等の貸出しは、郵送によることができる。 

（平１９教委規則１１・平２１教委規則２７・一部改正） 

第５節 移動図書館及び地域文庫 

（移動図書館の運営） 

第１３条 移動図書館は、市内を巡回して、図書館資料の貸出しその他の奉仕を行うものとする。 

（貸出しの日時及び条件） 

第１４条 移動図書館で管理する図書館資料（以下この条において「移動図書館資料」という。）の貸出しを受けら

れる日及び時間は、館長が別に定める。 

２ 移動図書館資料の貸出しは、図書、紙芝居等とし、第４条から第７条までの規定を適用する。ただし、貸出期間

については、貸出しを受けた日から次の巡回日までの期間とする。 

（地域文庫の運営） 

第１５条 市内に必要に応じ地域文庫を設置して、地域文庫で管理する図書館資料（以下この条において「地域文庫

資料」という。）の貸出しその他の奉仕を行うものとする。 

２ 地域文庫資料の貸出しは、図書、紙芝居等とし、第４条から第７条までの規定を適用する。ただし、貸出期間に

ついては、貸出しを受けた日から次の貸出しをする日までの期間とする。 

（平２１教委規則２７・一部改正） 

第６節 集会室等の設置及び利用 

（平２１教委規則５・改称） 

（集会室等の設置及び利用） 

第１６条 上福岡図書館に集会室１、集会室２、視聴覚ホール及び展示コーナー（以下「集会室等」という。）を設

置し、市民への貸出しの用に供するものとする。 

２ 大井図書館に会議室及び研修室を設置する。 

３ 集会室等を利用できるものは、社会教育関係団体（社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第１０条に規定す

る社会教育関係団体をいう。以下同じ。）が行う事業、コミュニティ事業又は公用若しくは公共用の事業若しくは

公益を目的とする事業を行う団体とする。 

（平２１教委規則５・平２１教委規則２７・一部改正） 

（集会室等の利用手続） 

第１７条 集会室等を利用しようとする団体等の利用代表者は、上福岡図書館集会室等利用許可申請書（様式第３号）

により、上福岡図書館長に申請しなければならない。 

２ 前項の申請は、利用日の２か月前から３日前までに行わなければならない。ただし、上福岡図書館長が特別の理

由があると認めたときは、この限りでない。 

３ 上福岡図書館長は、第１項の申請があった場合において、適当であると認めたときは、上福岡図書館集会室等利

用許可書（様式第４号）を当該申請者に交付するものとする。 

４ 集会室等を利用しようとする団体等の利用代表者は、前項の許可を受けた内容について変更しようとするときは、

上福岡図書館集会室等利用変更許可申請書（様式第５号）により、上福岡図書館長に申請しなければならない。 

５ 上福岡図書館長は、前項の規定による申請があった場合において、利用の変更を許可したときは、当該申請者に

上福岡図書館集会室等利用変更許可書（様式第６号）を交付するものとする。 

（平２１教委規則５・平２１教委規則２７・平２６教委規則１３・平２８教委規則８・一部改正） 

（集会室等の利用制限） 

第１８条 上福岡図書館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、集会室等の利用を許可しない。 

(1) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。 
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(2) 営利を目的とするとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、主催事業等の開催又は管理運営上支障があるとき。 

（平２６教委規則１３・一部改正） 

（集会室等の利用許可の取消し等） 

第１９条 上福岡図書館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、集会室等の利用許可を変更し、停

止し、又は取り消すことができる。 

(1) 利用者がこの規則に違反したとき。 

(2) 利用目的が許可内容と異なるとき。 

(3) 災害その他の事故により集会室等の利用ができなくなったとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、図書館運営上特に必要があると認めたとき。 

（平２６教委規則１３・一部改正） 

（原状回復義務） 

第２０条 集会室等の利用者は、許可を受けた集会室等の利用が終了したとき、又は前条の規定により利用の停止若

しくは許可の取消しを受けたときは、速やかに当該集会室等を原状に復さなければならない。 

第７節 図書館資料の複写 

（複写の申込み） 

第２１条 図書館資料の複写を希望するものは、著作権法（昭和４５年法律第４８号）第３１条の規定により、複写

を受けることができる。 

２ 館長は、前項の複写が不適当と認めた場合は、許可しないことができる。 

（平２１教委規則５・旧第２２条繰上） 

（複写の責任） 

第２２条 図書館資料の複写について著作権法に規定する責任は、当該複写の申込みを依頼したものが負わなければ

ならない。 

（平２１教委規則５・旧第２３条繰上） 

（複写費用の徴収） 

第２３条 前条の複写を依頼したものに対しては、実費を徴収する。 

（平２１教委規則５・旧第２４条繰上） 

第３章 資料の寄贈及び寄託 

（資料の寄贈） 

第２４条 図書館は、資料の寄贈を受けた場合は、他の図書館資料と同様の取扱いをするものとする。 

２ 図書館は、寄贈された資料の忘失、損傷等については、その責めを負わない。 

（平２１教委規則５・旧第２５条繰上） 

（資料の寄託） 

第２５条 図書館は、資料の寄託を受けることができる。 

２ 寄託された資料は、他の図書館資料と同様の取扱いをするものとする。 

（平２１教委規則５・旧第２６条繰上） 

第４章 組織 

（係の設置） 

第２６条 図書館に次の係を置く。 

(1) 庶務係 

(2) 奉仕係 

（平２１教委規則５・旧第２７条繰上） 

（分掌事務） 

第２７条 前条に規定する係の分掌事務は、別表のとおりとする。 

（平２１教委規則５・旧第２８条繰上） 

第５章 図書館協議会 

（委員長及び副委員長） 

第２８条 条例第１０条に規定するふじみ野市立図書館協議会（以下「協議会」という。）に委員長及び副委員長１

人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（平２１教委規則５・旧第３０条繰上、平２４教委規則１０・旧第２９条繰上・一部改正、平２６教委規

則１３・一部改正） 

（会議） 



41 

第２９条 委員長は、必要に応じて協議会の会議を招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（平２１教委規則５・旧第３１条繰上、平２４教委規則１０・旧第３０条繰上） 

（庶務） 

第３０条 協議会の庶務は、大井図書館において処理する。 

（平２１教委規則５・旧第３２条繰上、平２４教委規則１０・旧第３１条繰上、平２６教委規則１３・一

部改正） 

第６章 補則 

（利用者の心得） 

第３１条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。 

(2) 館内においては静粛にし、他人に迷惑を掛けないこと。 

(3) 所定の場所以外で喫煙、飲食等をしないこと。 

(4) 許可を受けずに広告物を配布し、若しくは掲示し、又は壁、机等に落書きをしないこと。 

(5) 他人に危害を及ぼし、迷惑となる物品を携帯し、又は動物類を持ち込まないこと。 

（平２１教委規則５・旧第３３条繰上、平２４教委規則１０・旧第３２条繰上） 

（秘密の保障） 

第３２条 図書館の利用者は、その利用に関する秘密を保障される。 

（平２１教委規則５・旧第３４条繰上、平２４教委規則１０・旧第３３条繰上） 

（その他） 

第３３条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

（平２１教委規則５・旧第３５条繰上、平２４教委規則１０・旧第３４条繰上） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の上福岡市立市民図書館条例施行規則（平成６年上福岡市教育委員会

規則第１号）又は大井町立図書館管理運営規則（昭和６３年大井町教育委員会規則第３号）の規定によりなされた

処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ この規則の施行の際、改正前の様式については、当分の間これを使用することができる。 

附 則（平成１９年教委規則第１１号） 

この規則は、平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２１年教委規則第５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の第１７条第３項の規定により集会室等の利用許可を受けたものに係る当該集

会室等の利用時間については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ

とができる。 

附 則（平成２１年教委規則第２７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２２年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに改正前のふじみ野市立図書館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続そ

の他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ この規則の施行の際現に改正前のふじみ野市立図書館条例施行規則の規定により貸し出された図書館資料は、改

正後のふじみ野市立図書館条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成２４年教委規則第１０号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年教委規則第２１号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年教委規則第１３号） 
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（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式に基づいてなされている処分、手続その他の行為は、改正

後の相当規定に基づいてなされている処分、手続その他の行為とみなす。 

３ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って

使用することができる。 

附 則（平成２７年教委規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年教委規則第１０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年教委規則第８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式に基づいてなされている処分、手続その他の行為は、改正

後の相当規定に基づいてなされている処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成２９年教委規則第５号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

別表（第２７条関係） 

（平２６教委規則１３・一部改正） 

庶務

係 

（１） 公印の管理に関すること。 

（２） 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。 

（３） 物品の出納及び保管に関すること。 

（４） 予算に関すること。 

（５） 施設及び設備の維持管理に関すること。 

（６） 調査、統計及び報告に関すること。 

（７） 図書館協議会及び図書館関係団体に関すること。 

（８） 広報に関すること。 

（９） 職員の服務及び研修に関すること。 

（１０） 前各号に掲げるもののほか、図書館の庶務に関すること。 

奉仕

係 

（１） 資料の選定、収集、整理及び保存に関すること。 

（２） 図書館資料の利用、貸出し及び返却に関すること。 

（３） 図書館資料の廃棄に関すること。 

（４） 他の図書館等との相互協力及び資料の相互貸借に関すること。 

（５） 資料の寄贈及び寄託に関すること。 

（６） 利用者の読書案内、読書相談及び調査研究の援助に関すること。 

（７） 読書会、講演会、お話会、映画会等の開催及び奨励に関すること。 

（８） 図書室の運営に関すること。 

（９） 対面朗読に関すること。 

（１０） 移動図書館の運営に関すること。 

（１１） 地域文庫の運営に関すること。 

（１２） 図書館資料の複写に関すること。 

（１３） 集会室等の利用に関すること。 

（１４） 前各号に掲げるもののほか、図書館の奉仕に関すること。 
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様式第１号（第５条関係） 

（平２１教委規則５・平２１教委規則２７・平２９教委規則５・一部改正） 

様式第２号（第５条関係） 

（平２１教委規則２７・全改） 

様式第３号（第１７条関係） 

（平２８教委規則８・全改） 

様式第４号（第１７条関係） 

（平２８教委規則８・全改） 

様式第５号（第１７条関係） 

（平２８教委規則８・追加） 

様式第６号（第１７条関係） 

（平２８教委規則８・追加） 
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（５）ふじみ野市立図書館資料収集要綱 
平成１７年１０月１日 

教育委員会訓令第３７号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、ふじみ野市立図書館条例施行規則（平成１７年ふじみ野市教育委員会規則第２７号）第２条第

１号の規定に基づき、図書館資料（以下「資料」という。）の収集等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（基本方針） 

第２条 ふじみ野市民の教養、調査研究、趣味、娯楽等に役立てるため、ふじみ野市立図書館（以下「図書館」とい

う。）は、あらゆる資料、情報を公平かつ自由に提供する公共図書館の役割を自覚し、市民各層の顕在的及び潜在

的要求を十分に考慮し、その時々の社会的、地域的動向を勘案して、多様で質の高い資料の収集に努める。 

（収集の自由） 

第３条 図書館は、市民の知る自由を保障する機関としてあらゆる資料要求に責任を持って対応するため、収集の自

由を有するものとする。ただし、収集に当たっては、次の事項を遵守する。 

(1) 多様な、対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収集すること。 

(2) 著者の思想的、宗教的及び党派的な立場にとらわれて、その著作を排除することはしないこと。 

(3) 図書館職員の個人的な関心や好みによって選択をしないこと。 

(4) 個人、組織及び団体からの圧力や干渉によって収集を放棄したり、糾弾をおそれて自己規制をしないこと。 

(5) 寄贈資料の受入れに当たっても同様とすること。 

（収集の組織と決定） 

第４条 資料の収集、選択に当たっては、日常の奉仕活動に従事する職員で組織する選択機構の判断を尊重して、図

書館の館長（以下「館長」という。）が決定する。 

（資料収集の範囲） 

第５条 収集する資料は、市民すべてを対象に、国内で刊行される資料を中心とし、各種類、各分野にわたって広く

収集する。 

（資料収集の種類） 

第６条 資料収集の種類は、次のとおりとする。 

(1) 図書（一般図書、参考図書、児童・青少年図書、洋書等） 

(2) 逐次刊行物（新聞、雑誌、年鑑等） 

(3) 官公庁出版物 

(4) 地域資料（郷土資料、市政資料等） 

(5) 視聴覚資料（カセットテープ、コンパクトディスク、ビデオテープ等） 

(6) 障害者用資料（大活字本、録音資料、拡大写本、触れる絵本等） 

(7) 前各号に掲げる資料以外の資料（パンフレット、地図等） 

（資料別収集方針） 

第７条 資料別収集方針は、次のとおりとする。 

(1) 図書 

ア 一般図書は、教養書、基本的・入門的な図書及び趣味・実用書のほか、必要に応じ専門的な図書まで幅広く

収集する。 

イ 参考図書は、市民の調査研究のために必要な、辞典、年鑑、年表、名簿、便覧、目録、書誌、地図帳等各分

野にわたって体系的に収集する。 

ウ 児童・青少年図書は、児童等が読書の喜びを発見し、読書習慣の形成と継続に役立つように各分野の資料を

幅広く収集する。 

エ 洋書は、国際化に対応し、外国語学習、調査研究及び在日外国人の要求に応じるため、必要に応じて収集す

る。 

(2) 逐次刊行物 

ア 新聞は、国内発行の主要全国紙を中心に、青少年向けのものも含めて収集する。ただし、専門誌、機関誌等

については、利用度に応じて収集する。 

イ 雑誌は、国内発行の各分野における基本的な雑誌を中心に、青少年向けのものも含めて収集する。ただし、

高度な専門誌及び娯楽誌については、利用度に応じて収集する。 

ウ 年鑑、年報等は、一般図書及び参考図書に準じて収集する。 

(3) 官公庁出版物 

ア 政府機関が発行する資料は、主要なものを収集する。 

イ 地方公共団体及びその他の公的機関が発行する資料は、利用度に応じて収集する。 

(4) 地域資料 

ア ふじみ野市に関する資料は、図書、新聞、雑誌、行政資料、パンフレット類、クリッピング、地図、写真、
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ビデオテープ等あらゆる種類、分野にわたって網羅する。 

イ 埼玉県、近隣市町村等に関する資料は、基本的、歴史的資料及びふじみ野市に関係の深いものを中心に収集

する。 

(5) 視聴覚資料 

ア カセットテープ、コンパクトディスク等は、音楽、芸能、文学作品その他の基本作品及び代表的演者の作品

を中心に収集する。 

イ ビデオテープ、スライド等は、芸術的、記録的又は教育的価値の高いものについて収集する。 

(6) 障害者用資料 

視覚障害者等の利用に供するために、録音資料、大活字本、拡大写本、触れる絵本等を収集及び作成する。 

(7) 前各号に掲げる資料以外の資料 

パンフレット、地図等は、必要に応じて収集する。 

（寄贈資料等の収集） 

第８条 資料の収集は、購入によるほか、寄贈、寄託、交換等も必要に応じて行う。ただし、収集に当たっては、こ

の要綱に定める基準を適用する。 

（収集しない資料） 

第９条 次に掲げる資料は、原則として収集しない。 

(1) 極めて専門的な学術書、美術書 

(2) 学習参考書、受験参考書・各種試験問題集、テキスト類及びゲーム攻略本 

(3) 入手困難で図書館相互利用貸借制度により対応できる図書 

（備付希望図書の尊重） 

第１０条 利用者が備付けを希望する資料は、この要綱の規定に従って、収集に努める。 

（蔵書の除籍） 

第１１条 資料の新鮮さを維持するために必要に応じて蔵書の除籍を行う。ただし、除籍によって当該資料が永久に

失われることのないよう、十分な配慮の上、実施する。また、除籍した資料は、リサイクル資料として、他の公共

施設及び市民等に提供し、資料の有効活用に努める。 

２ 次の各号のいずれかに該当すると館長が認めた資料は、除籍する。 

(1) 形態的に汚損又は破損がひどく利用に耐えない資料 

(2) 内容的に古くなり、価値が低下した資料 

(3) 利用がほとんどなく、資料的価値を失った資料 

(4) 亡失等のため、３年間所在が不明の資料 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、部門別資料選定基準その他資料収集に関し、全館的処理を要する事項につ

いては、館長が定める。 

附 則 

この訓令は、平成１７年１０月１日から施行する。 
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（６）ふじみ野市立図書館資料の複写事務取扱要綱 
平成２０年４月２３日 

教育委員会告示第８号 

改正 平成２２年８月２日教委告示第１３号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、ふじみ野市立図書館条例施行規則（平成１７年ふじみ野市教育委員会規則第２７号。以下「規

則」という。）第２１条第１項の規定による図書館資料の複写（以下「複写」という。）及び第２３条の規定によ

る実費徴収に関し必要な事項を定めるものとする。 

（平２２教委告示１３・一部改正） 

（複写の範囲） 

第２条 複写することができる資料は、ふじみ野市立図書館（以下「図書館」という。）が所蔵する資料のほか、図

書館以外の機関から借り受けた資料（当該機関が複写禁止とした資料を除く。）とし、その範囲は、別表第１に定

めるとおりとする。 

（複写の申出等） 

第３条 複写を受けようとするものは、図書館の職員にその旨を申し出なければならない。 

２ 複写による写しは、郵送等により送付することができる。 

（複写の方法） 

第４条 複写は、図書館が管理する機器を使用し、図書館の指定する方法により複写を希望する利用者が行うものと

する。ただし、図書館以外の機関から借り受けた資料については、当該機関が複写方法を特に指定した場合におい

ては、その指示する方法により行うものとする。 

２ 利用者が複製のための機器を持ち込むことは、原則として認めない。ただし、ふじみ野市教育委員会（以下「教

育委員会」という。）が認める場合は、この限りでない。 

（平２２教委告示１３・一部改正） 

（複写及び写しの郵送等に要する費用） 

第５条 複写及び写しの郵送等に要する費用の額は、別表第２に定めるとおりとする。 

２ 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限り

でない。 

（平２２教委告示１３・一部改正） 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、複写の事務に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

（平２２教委告示１３・一部改正） 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２２年教委告示第１３号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

分類 複写の範囲 

図書 著作物の半分以下。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める範囲とする。 

（１） 住宅に関する地図 見開き部分の半分以下 

（２） 歌詞 １曲につき半分以下 

（３） 楽譜 １曲につき半分以下 

（４） 絵画 １点につき半分以下 

（５） 写真 １枚につき半分以下 

新聞紙 次号の発行日から紙面の全部。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める範囲とす

る。 

（１） 日本経済新聞及び東京新聞 発行日から紙面の全部 

（２） 朝日新聞及び読売新聞 夕刊紙は次号の夕刊紙の発行日から紙面の全部 

雑誌 次号の発行日から紙面の全部 

別表第２（第５条関係） 

（平２２教委告示１３・一部改正） 

区分 徴収する額 

複写に要する費用 モノクロ１枚につき１０円 

カラー１枚につき５０円 

写しの郵送等に要する費用 実費弁償額 



53 

（７）ふじみ野市図書館視覚障害者等サービス要綱

平成２７年９月２５日 

教育委員会告示第１９号 

（目的） 

第１条 この要綱は、ふじみ野市立図書館（以下「図書館」という。）の利用が困難な視覚障害者その他視覚による

表現の認識に障害のある者へのサービス（以下「視覚障害者等サービス」という。）を行うことにより視覚障害者

等の図書館の利用の促進を図ることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 視覚障害者等サービスを受けることのできる者は、市内に居住し、又は通勤若しくは通学する者で次の各号

のいずれかに該当するものとする。ただし、図書館長（以下「館長」という。）が認めた場合は、この限りでない。 

(1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者 

(2) 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）の規定により療育手帳の交付を受けた者 

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）の規定により精神障害者保健福祉手

帳の交付を受けた者 

(4) 発達障害者支援法（平成１６年法律第１６７号）の規定により支援が必要な者 

(5) 前各号に掲げる者のほか、館長が必要と認めた者 

（利用登録） 

第３条 視覚障害者等サービスを受けようとする者は、視覚障害者等サービス利用登録申請書（別記様式）に利用カ

ード（ふじみ野市立図書館条例施行規則（平成１７年ふじみ野市教育委員会規則第２７号）第５条第１項に規定す

る利用カードをいう。）を添えて、館長に申請しなければならない。 

２ 館長は、前項の申請があった場合は、利用登録の可否を決定し、利用登録することとしたときは、次条に規定す

る視覚障害者等サービスを当該申請者に提供するものとする。 

（視覚障害者等サービスの内容） 

第４条 視覚障害者等サービスの内容は、次のとおりとする。 

(1) 対面朗読 

(2) 録音資料の貸出 

(3) 点字資料の貸出 

(4) 音訳資料及び点訳資料の作成 

(5) 前各号に掲げるもののほか、館長が必要と認めたもの 

（利用登録の取消し） 

第５条 館長は、視覚障害者等サービスの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、視覚障害者等サービスの

利用登録を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の方法により視覚障害者等サービスの利用登録を受けた場合 

(2) 資料等を他の者に転貸した場合 

(3) 第２条に規定する対象者の要件を満たさなくなった場合 

(4) 視覚障害者等サービスの利用に関し館長の指示に従わない場合 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２７年１０月１日から施行する。   
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（８）ふじみ野市視聴覚ライブラリーに関する規則 
平成１７年１０月１日 

教育委員会規則第２８号 

（設置） 

第１条 ふじみ野市教育委員会は、学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、視聴覚ライブラリ

ーを設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 ふじみ野市視聴覚ライブラリー 

位置 ふじみ野市上野台三丁目３番１号 ふじみ野市立上福岡図書館内 

（管理） 

第３条 ふじみ野市視聴覚ライブラリー（以下「ライブラリー」という。）は、ふじみ野市立上福岡図書館が管理す

る。 

（事業） 

第４条 ライブラリーの事業は、次のとおりとする。 

(1) 視聴覚教育の奨励に関すること。 

(2) 視聴覚教材教具の整備及び貸出しに関すること。 

(3) 視聴覚教育に関する資料の収集、作成及び周知に関すること。 

(4) その他設置目的に沿った事業に関すること。 

（運営委員会） 

第５条 ライブラリーに、ライブラリーの円滑な運営を目的としてふじみ野市視聴覚ライブラリー運営委員会を置く

ことができる。 

（その他） 

第６条 この規則に定めるもののほか、ライブラリーの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。 
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（９）埼玉県公共図書館等の資料相互貸借に関する協定 

（目 的） 

第１条 この協定は、図書館法第３条に基づき、埼玉県図書館協会公共図書館部会加入館（以下「加入館」という。）の

間で、加入館が所蔵する資料の貸借につき相互に協力することによって、地域住民に対するサービスの増大を図るこ

とを目的とする。 

（資 料） 

第２条 この協定において資料とは、図書館法第３条第１号に規定する図書館資料をいう。 

（所蔵情報） 

第３条 加入館は、相互の資料の貸借を円滑に行うため、自館の資料所蔵情報をお互いに公開するとともに、加入館間

において有効に活用できるよう相互に協力するものとする。 

（貸借の要領） 

第４条 加入館間の資料の貸借については、別に定める「要領」によって行う。 

（協議連絡） 

第５条 この協定の実施に伴い、必要な事項について協議及び情報交換を行うため随時各館の担当者連絡会議を開催し、

相互の連絡を密にする。 

 附 則 

１ この協定は、昭和４８年６月８日以後効力を発する。 

２ この協定の実施に伴う事務は、埼玉県図書館協会事務局で行う。 

３ この協定は、平成１８年６月９日以後効力を発する。 
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（１０）ふじみ野市立図書館と文京学院大学ふじみ野図書館の相互協力に関する協定書 

（目的） 

第１条 この協定は、「ふじみ野市と学校法人文京学園との連携協力に関する包括協定書」第２条に基づき、ふじみ野

市立図書館と文京学院大学ふじみ野図書館（以下「両館」という。）の相互利用を促進し、ふじみ野市の市民及び在

勤・在学者の利便を図るため、両館のサービスの充実及び利用者へのサービス向上を図ることを目的とする。 

（相互協力） 

第２条 ふじみ野市（以下「甲」という。）と学校法人文京学園（以下「乙」という。）は、連携を密にし、相互に協

力するものとする。 

（相互利用） 

第３条  この協定による相互利用に関する事項は、次のとおりとする。 

（１） 図書館資料の相互協力に関すること。 

（２） 図書館資料の文献複写に関すること。 

（３） 参考調査に関すること。 

（４） 職員の資質向上のための研修及び相互交流に関すること。 

（５） その他図書館事業に関すること。 

（規則の尊重） 

第４条  甲及び乙は、両館の相互利用に当たっては、両館に係るそれぞれの規則その他の規定を尊重するものとする。 

（協議） 

第５条  この協定に定めのない事項については、甲と乙がその都度協議して定めるものとする。 

（その他） 

第６条  この協定は、別に定めるふじみ野市立図書館と文京学院大学ふじみ野図書館の相互協力取扱要領により実

施するものとする。 

 この協定の成立の証として、ふじみ野市教育長と文京学院大学長は、この協定書を２通作成し、記名押印の上、それ

ぞれその１通を保有する。 

平成２３年１月２６日 
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ふじみ野市立図書館と文京学院大学ふじみ野図書館の相互協力取扱要領 

（趣旨） 

第１条  この取扱要領は、「ふじみ野市立図書館と文京学院大学ふじみ野図書館の相互協力に関する協定書」に基づ

き、ふじみ野市立図書館と文京学院大学ふじみ野図書館（以下「両館」という。）の相互協力を行うための事務取扱

について、必要な事項を定めるものとする。 

（相互貸借資料） 

第２条  相互貸借を行う図書館資料（以下「資料」という。）の対象は、資料の貸出しを行う図書館（以下「貸出館」

という。）が定める貸出規則等によるものとする。 

２ 貸出しが認められている資料であっても貸出館の利用状況、利用時期等により貸出しを認めない場合もある。 

（資料の利用） 

第３条    借り受けた資料は、その資料を借り受けた図書館（以下「借受館」という。）の利用規則等により利用する

ものとする。ただし、貸出館から利用上の条件が指示されている場合はその指示に従うものとする。 

（貸出冊数） 

第４条   相互貸借を行う図書館間の貸出冊数の制限は、設けないこととする。ただし、１人当たりの貸出冊数は、３

冊以内とする。 

（貸出期間） 

第５条   資料の貸出期間は、搬送日数を含めて２１日間とする。ただし、貸出館が認めた場合は、期間を延長するこ

とができる。 

（貸出手続） 

第６条   資料の貸出手続は、借受館が貸出館の Ｗｅｂ－ＯＰＡＣ 上の図書館予約システムを通じて申し込むものと

する。ファクシミリによる申し込みも可とする。 

（搬送手段） 

第７条  資料の搬送は、ふじみ野市立図書館が運行する連絡車による。 

（借受館の責任） 

第８条   借受館は、資料を受領した時点から貸出館に返却するまでの間、資料管理の責任を有する。搬送中の資料に

ついては、ふじみ野市立図書館の責任とする。 

２ 借受館は借り受けた資料を紛失したとき又は汚損したときは、貸出館の定めるところによりその損害を弁償するも

のとする。 

（文献複写） 

第９条   文献複写は、著作権法の範囲内において、各館の規定によりその資料の所蔵館が実施するものとする。 

２ 申込は資料の所蔵館に郵送、ファクシミリ又は連絡車で申し込むものとし、料金については各館の定めるところに

よる。 

（直接利用） 

第１０条 両館は、各館利用者の相互の訪館について円滑に利用できるよう便宜を図るものとする。 

（参考調査） 

第１１条  両館は、各館で受け付けたレファレンスの内、所蔵資料では回答が困難な場合、必要に応じて相互に協力レ

ファレンスを実施する。 

（協議） 

第１２条  取扱要領に定めのない事項等に関しては、相互に協議のうえ別途定める。 

附則 

この取扱要領は、平成２３年４月１日から施行する。 
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（１１）入間東部地区公共図書館の相互利用に関する協定書 

（目的） 

第１条  この協定は、富士見市、ふじみ野市、三芳町（以下「構成市町」という。）の構成市町の設置する図書館を相互利用する

ことで、相互の図書館利用を促進し、その住民及び在勤、在学者（以下「住民等」という。）の利便を図り、公共図書館サ

ービスと文化・教養の向上に寄与することを目的に協定を締結する。 

（相互協力） 

第２条 構成市町の図書館は、連絡を密にし、相互に協力するものとする。 

（相互利用） 

第３条  構成市町の住民等は平成１７年１０月１日から構成市町の図書館を、それぞれの図書館利用に関する条例・規則等（以下

「条例」という。）に基づき利用することができるものとする。 

（無償利用） 

第４条  構成市町の住民等が構成市町の図書館の資料を利用する場合における費用は、図書館法（昭和２５年法律１１８号）の規

定に基づき無償とする。 

（協議） 

第５条 この協定に定めのない事項若しくは協定変更の必要又は疑義が生じたときは、構成市町が協議して定める。 

この協定の証として本書３通を作成し、構成市町が記名押印の上、各１通を保有する。 

平成１７年１０月１日 
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入間東部地区公共図書館の相互利用に関する覚書 

（趣旨） 

第１条  構成市町は入間東部地区公共図書館の相互利用に関する協定書に基き、必要な事項に関して定めるものとする。 

（図書館） 

第２条  構成市町の住民等が利用できる図書館は次に掲げるものとする。 

  富士見市  富士見市立中央図書館、富士見市立鶴瀬西分館、富士見市立ふじみ野分館、富士見市立水谷東公民館図書室 

  ふじみ野市 ふじみ野市立上福岡図書館、ふじみ野市立大井図書館、ふじみ野市立上福岡西公民館図書室 

  三芳町   三芳町立中央図書館、三芳町立竹間沢分館 

（利用の範囲） 

第３条  構成市町の住民等が利用できる範囲は、次のとおりとする。 

（１） 図書館資料の館内及び館外利用 

（２） 図書館資料の複写サービス 

（３） 予約、リクエストサービス 

（４） レファレンス・サービス 

（５） 図書館主催の各種行事 

（６） その他館長が必要と認めるもの 

（登録方法） 

第４条  図書館資料の館外利用を受けようとする者は、利用図書館の利用券の発行を受けなければならない。 

（図書館の利用） 

第５条  構成市町の住民等の利用については、各図書館は、当該自治体の住民と同様に扱わなければならない。 

（相互協力） 

第６条  構成市町の図書館は、資料の有効的活用やサービスの向上を図るため常に相互協力に努めるものとする。 

（協議） 

第７条  この覚書に関し、定めのない事項及び変更の必要が生じたときは、構成市町の館長が協議して定めるものとする。 

  附則 

この覚書は平成２８年６月１日から施行する。 

この覚書の成立を証するため、本書３通を作成し、構成市町の館長が記名押印の上、各１通を保有する。 

平成２８年３月３１日 
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（１２）川越市・ふじみ野市公共図書館の相互利用に関する協定書 

（目的） 

第１条  この協定は、川越市・ふじみ野市（以下「構成市」という。）が連携することにより、公共図書館の相互利用を促進し、

住民及び在勤・在学者（以下「住民等」という。）の利便を図り、公共図書館サービスと文化・教養の向上に寄与すること

を目的に協定を締結する。 

（相互協力） 

第２条  構成市の図書館は、連絡を密にし、相互に協力するものとする。 

（相互利用） 

第３条  構成市の住民等は、平成１７年１０月１日から構成市の図書館をそれぞれの図書館の条例・規則に基づき利用すること

ができるものとする。 

（無償利用） 

第４条  構成市の住民等が図書館の資料を利用する場合は、図書館法（昭和２５年法律第１１８号）の規定に基づき無償とする。 

（協議） 

第５条  この協定の定めのない事項若しくは、変更の必要又は疑義が生じたときは、協議するものとする。 

この協定の証として構成市長が記名押印のうえ、各１通を保有する。 

平成１７年１０月１日 
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川越市・ふじみ野市公共図書館の相互利用に関する覚書 

（目的） 

第１条 構成市は川越市・ふじみ野市公共図書館の相互利用に関する協定書に基づき、必要な事項に関して定めるものとする。 

（利用の範囲） 

第２条 住民等が利用できる範囲は、次のとおりとする。 

（１） 図書館資料の館内及び館外利用 

（２） 図書館資料の複写サービス 

（３） 図書館資料の予約（未所蔵資料の予約は受け付けないものとする） 

（４） レファレンスサービス 

（５） その他館長が必要と認めるもの 

（利用登録） 

第３条 図書館資料の館外利用を受けようとする場合は、利用図書館の利用券の発行を受けなければならない。 

（利用方法） 

第４条 図書館の利用については、構成市の図書館は、当該自治体の住民と同様に扱わなければならない。 

（事務取扱統一事項） 

第５条 構成市の相互利用の事務取扱は、次のとおりとする。 

（１） 利用券（登録カード）作成時の利用者の確認は、運転免許証、健康保険証等により行う。 

（２） 返却しない場合の督促は、貸出館が行う。 

（３） 誤返却の処理は、誤返却を受けた館が貸出館に連絡し、貸出館から利用者に連絡する。 

（４） 相互利用にかかわる利用統計（登録人員）は、相互に報告するものとする。 

（相互協力） 

第６条  構成市の図書館は、資料の有効活用やサービスの向上のため、常に相互に協力するものとする。 

（協議） 

第７条  この覚書に定めのない事項若しくは、変更の必要又は疑義が生じたときは、協議するものとする。 

この協定の定めのない事項若しくは、変更の必要又は疑義が生じたときは、協議するものとする。 

附則 

この覚書は、平成 17年 10月 1日から施行する。 

 この覚書の証として、構成市の図書館長が記名押印のうえ、各１通を保有する。 

平成 17年 10 月１日 
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ふじみ野市立図書館 最新ニュース＆イベント情報誌

２０１６年

４月

第１７９号

◆４月から育児コンシェルジュの活動日が一部かわります。（上福岡図書館） 

  より一層の利便性を図るため、月曜日の活動日を木曜日に変更します。 
 ４月からの活動日時 
 火・水・木・金曜日 午前１０：００～午後２：００ 

◆お楽しみマジックショー（大井図書館） 

大井奇術団マジシャンによる楽しいマジックショーです。不思議

な手品の世界をお楽しみください。 

  日時／４月10日（日）午前11時 30分～正午 

  場所／大井図書館 ２階研修室 

  出演／大井奇術団 

子どもの読書活動推進のため「子ども読書の日」（４月２３日）が制定され、「こ

どもの読書週間」（４月２３日～５月１２日）も開催されます。図書館でも子どもた

ちが本と出会い、おはなしを楽しむ催しや本の展示をします。 

◆子ども読書の日「スペシャルおはなし会」（上福岡図書館） 

絵本で遊ぼう！－エリック・カールの世界 
日時／４月2４日（日）午前10時 00分～1０時45分 

場所／上福岡図書館2階 視聴覚ホール 

対象／3歳～小学生 

内容／絵本の読み聞かせ（英語の絵本もあります）・手遊び歌・工作など 

持ち物／児童用はさみ 

※学齢前のお子様は、保護者の方と一緒にご参加ください。 

◆エリック・カールの本の展示（上福岡図書館）４月１６日～５月１６日 

◆かがくの本の展示（大井図書館）４月１６日～５月１６日 

ふじみ野市立図書館

大井図書館  〒356-0058 ふじみ野市大井中央２－１９－５
電話 049-263-1100 ＦＡＸ 049-263-3091 

上福岡図書館 〒356-0017 ふじみ野市上野台３－３－１
電話 049-262-3710 ＦＡＸ 049-262-8151 

ホームページ    http://www.library.fujimino.saitama.jp/ 
スマートフォン用 http://www.library.fujimino.saitama.jp/s 
携帯電話用        http://www.library.fujimino.saitama.jp/m 
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おはなし会

こどもえいが会

大人映画会

パソコン相談室（ボランティア図書館友の会）

地域文庫（地域図書館ボランティア）

館 月 おはなしかい名 開催日 時間 その他 

大 

井 4 

月 

おはなしかい 
7 日（木）､14 日（木）､

2１日（木） 
午前１０時３０分～１１時 おはなし会

後、午後 1

時まで部屋

を開放して

います。 

ご 自 由 に 

お楽しみく

ださい 

クマクマくらぶ ２８日（木）（０才以上） 午前１０時３０分～１１時 

おはなしくまさん ９日（土）（小学生以上） 午前１１時～１１時３０分 

上 

福 

岡 

おはなしかい 

1日（金）   6 日（水） 

8日（金）   13日（水） 

15日（金）  20日（水） 

22日（金）  27日（水） 

29日（金） 

午前１１時～１１時３０分 

館 月 開催日 開始時間 上映作品 

大

井4 

月

3日（日） 午前１１時 「美しいさいごの一葉」（19分） 

１０日（日） 午前１１時 「忘れられた人形」（14分）まんが偉人物語ﾌｧｰﾌﾞﾙ（11分） 

１７日（日） 午前１１時 「くもの糸」（15分）「あざらしチック」（10分） 

２４日（日） 午前１１時 「やさしいライオン」（27分） 

上
福
岡

3日（日） 午前１１時 「カバのポトマス」（25分） 

１０日（日） 午前１１時 「くもの糸」（１5分） 

１７日（日） 午前１１時 「腹ぺこ童子」（２0分） 

２４日（日） 午前１１時 「はらぺこあおむし」ほか（32分） 

４月 
◆大井  １４日（木）午後２時(1時４５分開場) 

◆上福岡 １５日（金）午後２時(1時３０分開場) 

「チャールズ・チャップリン キーストン社時代１」（150分）監督：ヘンリー・レアマン他

主演：チャールズ・チャップリン 1914年作品 内容：喜劇王チャップリンの最初期の作品

から、デビュー作「成功争ひ」を始めとする14作品を一挙上映！ 

5月 
◆大井  １２日（木）午後２時(1時４５分開場) 

◆上福岡 １３日（金）午後２時(1時３０分開場) 

「裸の大将放浪記 山下清物語」（１１７分）監督：山田典吾 主演：芦屋雁之助      

１９８１年作品 内容：放浪の天才画家、山下清の生涯。全編を貫く明るいユーモアのなかに、

知的障がい者としての苦難や有名になりすぎた晩年の悲哀などが描かれる。 

館 月 開催日 時間 場所 その他 

大
井

4 

月 
６日（水）、１３日（水） 

20日（水）、27日（水） 
午前１０時～正午 2階 パソコン持参をおすすめします。 

館 月 開催日 時間 

江川文庫（江川分館） 
4 

月

４日（月）、１１日（月）、１８日（月）、

２５日（月） 
午後３時～4時３０分 

こばと文庫（鶴ヶ岡分館） 
１日（金）、  ８日（金）、１５日（金）、

22日（金） 
午後３時～４時30分 

たけのこ文庫（緑ヶ丘分館） 12日（火）、19日（火）、26日（火） 午後3時～４時３０分 

つつじ文庫（大井分館） 2日（土）、16日（土） 午前１０時～11時３０分 
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ふじみ野市立図書館 最新ニュース＆イベント情報誌

２０１６年

５月

第１８０号 

◆「子ども読書の日とくべつおはなし会」 （大井図書館）
「子ども読書の日」（４月２３日(日)）と「こどもの読書週間」（４月２３日～５月１２日）にあわ

せて子どもたちが本と出会い、おはなしを楽しむ催しを開催します。 

  日時／５月5日（祝）午前１０時３０分～午前１１時 

場所／大井図書館 絵本コーナー 

対象／小学生以上（おはなしがきければ幼児も可） 

内容／パネルシアター、おはなし・ストーリーテリング「おいしいおか

ゆ」 

出演／文京学院大学サークル「ピノキオ」、 

おはなしボランティア「クマさん文庫」 

◆かがくの本の展示開催中 （大井図書館） ４月１６日～５月１６日 

◆学校図書館支援事業が始まります （上福岡図書館） 
 平成 28年度4月より、上福岡図書館で「学校図書館支援」事業が始まりました。市内の小学校

へ専任の「学校図書館支援員」が訪問し、学校図書館運営のお手伝いをします。初年度となる今年

度は市内13校中3校（福岡小学校、東原小学校、西原小学校）へ、29年度以降は全校への配置

を予定しています。 

 学校図書館は、子どもたちの学びを支える上での大切な場所です。 

すべての子どもたちが生涯を通して図書館に親しみ、よりよい未来を形作ることができるよう、「読

書 

センター」「学習・情報センター」としての学校図書館を積極的に支援していきます。 

◆温故知新の風呂敷講座  （上福岡図書館） 
 ～暮らしに活かす「包み方」「結び方」～ 
日時／６月５日（日）午前10時 00分～正午 

場所／上福岡図書館２階 集会室２ 

対象・定員／市内在住・在勤で中学生以上、２０人 

講師／ふろしき研究会 鈴岡真知子さん 

内容／風呂敷の伝統的な包み方からインスタントバック等の便利な使い方 

持ち物／風呂敷 １枚 

申込方法／５月６日（金）午前９時から上福岡図書館の窓口か電話で申し込み（申込順） 

ふじみ野市立図書館

大井図書館  〒356-0058 ふじみ野市大井中央２－１９－５
電話 049-263-1100 ＦＡＸ 049-263-3091 

上福岡図書館 〒356-0017 ふじみ野市上野台３－３－１
電話 049-262-3710 ＦＡＸ 049-262-8151 

ホームページ    http://www.library.fujimino.saitama.jp/ 
スマートフォン用 http://www.library.fujimino.saitama.jp/s 
携帯電話用 http://www.library.fujimino.saitama.jp/m
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おはなし会

こどもえいが会

大人映画会

パソコン相談室（ボランティア図書館友の会）

地域文庫（地域図書館ボランティア）

館 月 おはなしかい名 開催日 時間 その他 

大 

井 ５ 

月 

特別おはなしかい ５（木･祝日） 

午前１０時３０分～１１時 

おはなし会

後、午後 1

時まで部屋

を開放して

います。 

ご 自 由 に 

お楽しみく

ださい 

お は な し か い 12日（木）､1９日（木） 

クマクマくらぶ ２6日（木）（０才以上） 

おはなしくまさん 14日（土）（小学生以上） 午前１１時～１１時３０分 

上

福

岡 

おはなしかい 

4（水）、 6（金） 

１1（水）、１3（金） 

18（水）、 ２0（金） 

25（水）、 27（金） 

午前１１時～１１時３０分 

館 月 開催日 開始時間 上映作品 

大

井

５

月

1（日） 

午前１１時 

「10ぴきのかえる」（20分） 

8（日） 「ちびねこコビとおともだち」（20分） 

15（日） 「はだかの王様」(20分) 

22（日） 「ふらいぱんじいさん」（21分） 

29（日） 「ぼくは王さま」（20分）

上
福
岡

1（日） 「はれときどきぶた」（38分） 

8（日） ｢よわむし太郎｣(１５分）｢小さなゆうびんひこうきﾍﾟﾄﾞﾛ｣（8分） 

15（日） 「ゆうかんな十人のきょうだい」（２０分） 

22（日） 「UFO国の交通安全」（14分）「かわいいﾐﾙｸやさん」（９分） 

29（日） 「キュリー夫人物語」（20分） 

5 月 
◆大井  １２日（木）午後２時(1時４５分開場) 

◆上福岡 １３日（金）午後２時(1時３０分開場) 

「裸の大将放浪記 山下清物語」（１１７分）監督：山田典吾 主演：芦屋雁之助      

１９８１年作品 内容：放浪の天才画家、山下清の生涯。全編を貫く明るいユーモアのなかに、

知的障がい者としての苦難や有名になりすぎた晩年の悲哀などが描かれる。 

6月 
◆大井     9 日（木）午後２時(1時４５分開場) 

◆上福岡  10日（金）午後２時(1時３０分開場) 

「洟をたらした神」（80分）原作：吉野せい 監督：神山征二郎 出演：樫山文枝、風間杜夫

1978年作品  内容：大正末期から昭和にかけて、福島県の山間の荒地に開拓農民として生涯

を土とともに生き抜いた女性の姿を描く。 

館 月 開催日 時間 場所 その他 

大
井

５ 

月 
11（水）、18（水）、

25（水） 
午前１０時～正午 2階 パソコン持参をおすすめします。 

館 月 開催日 時間 

江川文庫（江川分館） 
５ 

月

2（月）、9（月）、16（月）、23（月）、

30（月） 
午後３時～4時３０分 

こばと文庫（鶴ヶ岡分館） 6（金）、13（金）、20（金）、27（金） 午後３時～４時30分 

たけのこ文庫（緑ヶ丘分館） 10(火)、17（火）、24（火） 午後3時～４時３０分 

つつじ文庫（大井分館） 7（土）、21（土） 午前１０時～11時３０分 
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ふじみ野市立図書館 最新ニュース＆イベント情報誌

２０１６年

６月

第１８１号

◆戦争体験をきく「ぼくの戦争」 （大井図書館） 

日時／６月７日（火）午後２時～午後３時３０分 

場所／大井図書館 ２階 研修室 

語り／秋山勝彦氏 

（著書「ぼくの戦争 原爆は、そら豆がこげるにおい」 

かもがわ出版） 

内容／幼児期に広島で原爆体験をされた秋山勝彦氏は成長の 

過程で差別を受け、自らの原爆体験を話すことはあり 

ませんでした。現在は、小学校などを中心に各地で、戦争体験を語る活動をしています。 

◆読み聞かせ入門講座 （大井図書館） 

①日時／６月５日（日）   午後２時～午後４時 「家庭での読み聞かせについて」 

②日時／６月１０日（金） 午前１０時～正午   「集団での読み聞かせについて」 

場所／大井図書館 ２階 研修室 

講師／図書館職員 

対象／①市内在住者、市内在勤者 

②市内で読み聞かせボランティア活動をしている方又は活動予定者 

定員／６０名 申込不要 

◆お楽しみ  ショー （大井図書館） 

大井奇術団マジシャンによる楽しいマジックショーです。 

不思議な手品の世界をお楽しみください。 

  日時／6月 1２日（日）午前11時 30分～正午 

  場所／大井図書館 ２階 研修室 

  出演／大井奇術団 

ふじみ野市立図書館

大井図書館  〒356-0058 ふじみ野市大井中央２－１９－５
電話 049-263-1100 ＦＡＸ 049-263-3091 

上福岡図書館 〒356-0017 ふじみ野市上野台３－３－１
電話 049-262-3710 ＦＡＸ 049-262-8151 

ホームページ    http://www.library.fujimino.saitama.jp/ 
スマートフォン用 http://www.library.fujimino.saitama.jp/s 
携帯電話用        http://www.library.fujimino.saitama.jp/m
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おはなし会

こどもえいが会 

大人映画会

パソコン相談室（ボランティア図書館友の会） 

地域文庫（地域図書館ボランティア）

館 月 おはなしかい名 開催日 時間 その他 

大

井 6 

月 

おはなしかい 

 ------- 、 ２（木） 

 ７（火）、 ９（木） 

１４（火）、１６（木） 

２１（火）、 ------- 

２８（火）、３０（木） 

午前１０時３０分～１１時 
おはなし会後

午後1時まで

部屋を開放し

ています。 

（火・土曜日

を除く） 

ご自由にお楽

しみください 

クマクマくらぶ ２３（木）（０才以上） 

おはなしくまさん １１（土）（小学生以上） 午前１１時～１１時３０分 

上

福

岡

おはなしかい 

 １（水）、 ３（金） 

 ８（水）、１０（金） 

１５（水）、１７（金） 

２２（水）、２４（金） 
２９（水）、 ------- 

午前１１時～１１時３０分 

館 月 開催日 開始時間 上映作品 

大

井

6 

月 

 ５（日） 

午前１１時 

「ヘンゼルとグレーテル」（20分） 

１２（日） 「ネズミさんのおんがえし」（22分） 

１９（日） ｢ムーミン ぼくは王様だ！！」（25分） 

２６（日） ｢リトルツィンズ～湖が吠えた日」（25分） 

上
福
岡

 ５（日） ｢おおきなかぶ」（21分） 

１２（日） 
｢のっぺらぼう」（15分） 

｢小さなチャンピオン －小鹿のモーリス－」（9分） 

１９（日） ｢パンダのふるさと」（19分） 

２６（日） ｢りゅうの目になみだ」（20分） 

6月 
◆大井     9 日（木）午後２時 (1時４５分開場) 

◆上福岡  10日（金）午後２時 (1時３０分開場) 

「洟をたらした神」（80分）  原作：吉野せい 監督：神山征二郎 出演：樫山文枝、風間杜夫

1978年作品 内容：大正末期から昭和にかけて、福島県の山間の荒地に開拓農民として生涯を土と

 ともに生き抜いた女性の姿を描く。

７月 
◆大井    14日（木）午後２時 (1時４５分開場) 

◆上福岡  15日（金）午後２時 (1時３０分開場) 

「アイ・ラヴ・ユー」（111分）  原作：岡崎 由紀子 監督：大澤 豊、米内山 明弘 

 出演：忍足(おしだり) 亜希子、田中 実 1999年作品 内容：ろう者の母と聴者の娘が手話で話し

 ているのを学校のいじめっ子がみて、娘がいじめに遭う。それを知った母親はショックを受けるが、

 自分が前向きにがんばっている姿を見せることで、子どもも強い子に育ってくれるのではないかと  

 期待し、学生時代からの友人のいるろう者劇団に入るが、そこでも問題が・・・

館 月 開催日 時間 場所 その他 

大
井

６ 

月 

1（水）、8（水）、15（水） 

22（水）、29（水） 

午前１０時 

～ 正午 2階 パソコン持参をおすすめします。 

館 月 開催日 時間 

江川文庫（江川分館） 
6 

月

6（月）、13（月）、20（月）、27（月） 午後３時～4時３０分 

こばと文庫（鶴ヶ岡分館） 3（金）、10（金）、17（金）、24（金） 午後３時～４時30分 

たけのこ文庫（緑ヶ丘分館） 7（火）、14（火）、21（火）、28（火） 午後3時～４時４５分 

つつじ文庫（大井分館） 4（土）、18（土） 午前１０時～11時３０分 
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ふじみ野市立図書館 最新ニュース＆イベント情報誌   ２０１６年

７月

第１８２号

◆施設の予約方法が変わります。（上福岡図書館）

９月１日より、上福岡図書館集会室等の使用は、「公共施設予約システム」で予約する方法に変更

になります。公民館などにあるロビー端末機を上福岡図書館にも設置し、端末や自宅のインターネ

ットから仮予約できるようになります。なお、インターネットでの申し込みはあくまで「仮予約」

ですので、予約確定後は上福岡図書館の窓口で手続きをしてください。 

※電話での仮予約の受け付けはできません。ご承知ください。 

◆学習支援コーナーを設置しました（大井図書館）    ◆夏休みおはなし会（大井図書館）

大井図書館に「学習支援コーナー」ができました。    語りの会「ずくぼんじょ」が昔話を 

市内小学校で使用されている こくごの教科書で    語ります。むかーしむかしのおはなしを 

紹介された「この本よんで」「この本読もう」の          ききにきてください。 

本を集めて書架に並べてあります。                     日 時：7月22日（金） 

小学校１年生～６年生の教科書かがわかるように              午前 10：30～11：15まで 

本の背表紙に学年がわかるラベルを貼っています。       場 所：大井図書館 2階 研修室 

市外の小学校へ通学されているお子さんは、         対 象：小学生以上 

こくご教科書をお持ちいただければお探しします。       （お話が聞ければ幼児も可） 

                            問合せ：大井図書館（℡ 263-1100）

◆夏休み子ども司書講座（上福岡図書館） 

 日 時：７月25日（月）、26日（火）、27日（水）午前10時～正午 

 場 所：上福岡図書館 集会室1 

 対象・定員：市内在住・在学の小学4～6年生10人（3回通して参加できる方） 

 内 容：子ども司書になって普段は見られない図書館の仕事を体験し、読書の楽しさを 

広めるリーダーになってみませんか。図書館司書の仕事や読み聞かせを行います。 

 申 込 方 法：平成２８年７月1日（金）～10日（日） 午前９時～午後８時まで 

上福岡図書館に窓口または電話で申し込む（申込み多数の場合は抽選） 

  ※抽選結果は申込み者全員に、はがきで郵送します。 

 問 合 せ：上福岡図書館（℡ ２６２－３７１０） 

ふじみ野市立図書館

大井図書館  〒356-0058 ふじみ野市大井中央２－１９－５
電話 049-263-1100 ＦＡＸ 049-263-3091 

上福岡図書館 〒356-0017 ふじみ野市上野台３－３－１
電話 049-262-3710 ＦＡＸ 049-262-8151 

上福岡西公民館図書室 〒356-0004 ふじみ野市上福岡 5-2-12 
電話 049-264-5388 ＦＡＸ 049-264-2620 
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おはなし会

こどもえいが会 

大人映画会

パソコン相談室（ボランティア図書館友の会） 

館 月 おはなしかい名 開催日 時間 その他 

大

井 ７ 

月 

夏休みおはなし会 ２２（金） 午前10時30分～11時15分 

おはなしかい 

 ５（火）、 ７（木） 

１２（火）、１４（木） 

１９（火）、２１（木） 

２６（火）、 ------- 
午前１０時３０分～１１時 

おはなし会後

午後1時まで

部屋を開放し

ています。 

（火・土曜日を

除く） 

ご自由にお楽

しみください 

クマクマくらぶ ２８（木）（０才以上） 

おはなしくまさん ９（土）（小学生以上） 午前１１時～１１時３０分 

上

福

岡

おはなしかい 

 -------  、 １（金） 

 ６（水）、 ８（金） 

１３（水）、１５（金） 

２０（水）、２２（金） 

２７（水）、２９（金） 

午前１１時～１１時３０分 

館 月 開催日 開始時間 上映作品 

大

井

７ 

月 

 ３（日） 

午前１１時 

「１０ぴきのかえるのなつまつり」（20分） 

１０（日） 
「七夕さま」（10分） 

「ミッキーマウスのバンドコンサート」（10分） 

１７（日） 「だるまちゃんとてんぐちゃんだるまちゃんとかみなりちゃん」（23分） 

２２（金） 午後２時 「あしたぶたの日ぶたじかん」（40分） （なつやすみとくべつこどもえいが会）

２４（日） 午前１１時 
「おじゃる丸～ちっちゃいものの大きなちから」（11分） 

「子ぞうのエルマー」（9分） 

２９（金） 午後２時 
「くまの子ウーフ」（18分） （なつやすみとくべつこどもえいが会） 

「からすのパンやさん」（20分） 

３１（日） 午前１１時 「３丁目物語 夏～タマが生まれた時の話」（25分） 

上
福
岡

 ３（日） 

午前１１時 

「雨をふらせる子熊くん」（22分） 

１０（日） 「10ぴきのかえる」（20分） 

１７（日） 「セロひきのゴーシュ」（19分） 

２４（日） 
「忍たま乱太郎の地震用心・火の用心」（11分） 

「忍たま乱太郎のがんばるしかないさ1  よいと思うことをおこなう」（10分） 

３１（日） 「忍たま乱太郎パートⅡ 風林火山の段・ジュンコとジュンイチの段」（25分） 

７月 
◆大井    14日（木）午後２時 (1時４５分開場) 

◆上福岡  15日（金）午後２時 (1時３０分開場) 

「アイ・ラヴ・ユー」（111分）  原作：岡崎 由紀子 監督：大澤 豊、米内山 明弘 

 出演：忍足(おしだり) 亜希子、田中 実 1999年作品 内容：ろう者の母と聴者の娘が手話で話し

 ているのを学校のいじめっ子がみて、娘がいじめに遭う。それを知った母親はショックを受けるが、

 自分が前向きにがんばっている姿を見せることで、子どもも強い子に育ってくれるのではないかと  

 期待し、学生時代からの友人のいるろう者劇団に入るが、そこでも問題が・・・

8月 
◆大井    18日（木）午後２時 (1時４５分開場) 

◆上福岡  19日（金）午後２時 (1時３０分開場) 

「黒い雨」（123分）  原作：井伏 鱒二 監督：今村 昌平 出演：田中好子、北村和夫

1989年作品 内容：原爆投下直後の広島は「黒い雨」が降った。被爆した人達の日常生活は、 

原爆症発症（ピカが出る）の言知れぬ不安がつきまとい精神をも蝕んでゆく。

館 月 開催日 時間 場所 その他 

大
井

７ 

月 

6（水）、13（水）、 

20（水）、27（水） 

午前１０時 

～ 正午 
2階 パソコン持参をおすすめします。 
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ふじみ野市立図書館 最新ニュース＆イベント情報誌    ２０１６年

８月

第１８３号

◆施設の予約方法が変わります。（上福岡図書館）

９月１日より、上福岡図書館集会室等の使用は、「公共施設予約システム」で予約する方法に変更に

なります。公民館などにあるロビー端末機を上福岡図書館にも設置し、端末や自宅のインターネット

から仮予約できるようになります。なお、インターネットでの申し込みはあくまで「仮予約」ですの

で、予約確定後は上福岡図書館の窓口で手続きをしてください。 

※電話での仮予約の受け付けはできません。ご理解、ご協力をお願いします。 

   大井図書館のイベント・行事    

◆暗闇おはなし会 

日 時：8月 21日（日） 

午前 10時 30分～11時 15分 

場 所：大井図書館 2階 研修室 

対 象：５歳以上 

語り手：語りの会「ずくぼんじょ」 

◆こわい映画会 

日時・内容：8月21日（日） 

①午前11時 30分～「おばけ長屋」(30分) 

②午後2時～「リトルツインズ ～フェアリー

リングの真ん中で」(25分) 

場   所：大井図書館 2階 研修室 

◆お楽しみマジックショー 

日 時：8月 14日（日） 

午前１１時３０分～正午 

場 所：大井図書館 2階 研修室 

出 演：大井奇術団 

問合せ：大井図書館 （℡ 263－1100） 

◆なつやすみとくべつこどもえいが会 

日 時：①8月 ５日（金）午後２時～ 

②8月 1２日（金）午後２時～ 

③8月２６日（金）午後２時～ 

場 所：大井図書館 2階 研修室 

内 容：①「やまなし」（１５分） 

「ペンギンと白熊」（６分） 

②「鉢かづき姫」（３４分） 

③「魔女の宅急便」（１０２分） 

   上福岡図書館のイベント・行事    

◆夏休みスペシャルこどもえいが会 

日 時：8月 11日（木）午後2時～ 

場 所：上福岡図書館 2 階 視聴覚ホール 

対 象：どなたでも 

内 容：「ユタと不思議な仲間たち」 

劇団四季（128分） 

申込み：不要 

問合せ：上福岡図書館（℡ 262－3710） 

◆「戦争を考えよう」夏休みこどもえいが会 

日 時：8月 14日（日）午後２時～ 

場 所：上福岡図書館 2 階 視聴覚ホール 

対 象：どなたでも 

 内 容：「ぼくの防空壕」（45分） 

申込み：不要 

問合せ：上福岡図書館（℡ 262－3710） 

◆夏休みスペシャルおはなし会 

日 時：8月 21日（日） 

午前 10時 30分～11時 

場 所：上福岡図書館 2 階 視聴覚ホール 

対 象：3歳～小学校低学年 

 内 容：夏の絵本の読み聞かせや簡単な工作を 

します。 

申込み：不要 

問合せ：上福岡図書館（℡ 262－3710）

図書館で 

こわい昔話を 

聞きませんか？
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おはなし会 

こどもえいが会 

   大人映画会 

パソコン相談室（ボランティア図書館友の会） 

館 月 おはなしかい名 開催日 時間 その他 

大

井 ８ 

月 

おはなしかい 

 ２（火）、 ４（木） 
 ９（火）、１１（木） 
１６（火）、１８（木） 
２３（火）、 -------- 
３０（火）、 -------- 

午前１０時３０分～１１時
おはなし会の後、

午後1時まで 

部屋を開放して 

います。 

（火・土曜日を 

除く） 

ご自由にお楽し

みください。 

クマクマくらぶ ２５（木）（０才以上） 

おはなしくまさん １３（土）（小学生以上） 午前１１時～１１時３０分 

上

福

岡

おはなしかい 

 ３（水）、 ５（金） 
１０（水）、１２（金） 
１７（水）、１９（金） 
２４（水）、２６（金） 
３１（水）、 -------- 

午前１１時～１１時３０分 

館 月 開催日 開始時間 上映作品 

大

井

８ 

月 

 ７（日） 

午前１１時 

「走れメロス」（２０分） 

１４（日） 終戦記念映画 「しんちゃんのさんりんしゃ」（２４分） 

２８（日） 「花のき村と盗人たち」（２６分） 

上
福
岡

 ７（日） 

午前１１時 

「星座伝説 七夕物語」（21分） 

１４（日） 「おこりじぞう」（27分） 

２１（日） 「がんばれスイミー」（26分） 

２８（日） 
「にじいろのふしぎないし」（15分） 

「あきらめないで－コオロギとゆかいなバイオリン－」（6分）

8月 
◆大井    18日（木）午後２時 (1時４５分開場) 

◆上福岡  19日（金）午後２時 (1時３０分開場) 

「黒い雨」（123分）  原作：井伏 鱒二 監督：今村 昌平 出演：田中好子、北村和夫

1989年作品 内容：原爆投下直後の広島は「黒い雨」が降った。被爆した人達の日常生活は、 

原爆症発症（ピカが出る）の言知れぬ不安がつきまとい精神をも蝕んでゆく。

９月 
◆大井  ８日（木）午後２時 (1 時４５分開場) 

◆上福岡 ９日（金）午後２時 (1 時３０分開場) 

「あゝ野麦峠」（15４分）  原作：山本 茂実 監督：山本 薩夫 出演：大竹しのぶ、原田美枝子

19７9年作品 内容：明治後期に飛騨から信州岡谷の製糸工場へ、働きに出、過酷な労働にもめげず生き

抜いた少女たち。その不屈の青春群像を秋の飛騨地方、冬の野麦峠を舞台に描く。

館 月 開催日 時間 場所 その他 

大
井

８

月 

３（水）、1０（水）、１7（水）、

2４（水）、３１（水） 

午前１０時 

～ 正午 
2階 パソコン持参をおすすめします。 

ふじみ野市立図書館

大井図書館  〒356-0058 ふじみ野市大井中央２－１９－５
電話 049-263-1100 ＦＡＸ 049-263-3091 

上福岡図書館 〒356-0017 ふじみ野市上野台３－３－１
電話 049-262-3710 ＦＡＸ 049-262-8151 

上福岡西公民館図書室 〒356-0004 ふじみ野市上福岡 5-2-12 
電話 049-264-5388 ＦＡＸ 049-264-2620 
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◆施設の予約方法が変わります。（上福岡図書館）

９月１日より、上福岡図書館集会室等の使用は、「公共施設予約システム」で予約する方法に変更に

なります。公民館などにあるロビー端末機を上福岡図書館にも設置し、端末や自宅のインターネット

から仮予約できるようになります。なお、インターネットでの申し込みはあくまで「仮予約」ですの

で、予約確定後は上福岡図書館の窓口で手続きをしてください。 

※電話での仮予約の受け付けはできません。ご理解、ご協力をお願いします。 

◆絵本の読みきかせ講座 （大井図書館） 

子どもたちの読書活動を支援し、地域で活躍してみませんか。 

日  時／１０月７日（金）、１０月２１日（金）、１１月４日（金）、１１月１８日（金）、１２月２日（金） 

９時５０分 ～ 正午 

場  所／大井図書館 ２階 研修室 

講  師／大井むつみ氏（日本子どもの本研究会会員） 

対  象／①ふじみ野市在住・在勤 ②集団での読みきかせの経験が少ない方 

③市内の図書館など地域でボランティアとして読みきかせの活動をする意思のある方 

定  員／２０名（先着順） 

申込方法／市内図書館で配布する申込書に必要事項を記入し、大井図書館のカウンターで申し込む

（全５回出席できる方） 

申込期間／平成２８年９月６日（火）～ ９月３０日（金） 

そ の 他／保育有 １歳以上先着５人まで受け付けします。 

◆第７回大井図書館まつり フりーマーケット出店者を募集 （大井図書館） 
日  時／１０月２日（日） 午前９時３０分 ～ 午後３時 

場  所／大井図書館 入口通路（雨天の場合は屋根付き駐輪場） 

定  員／８区画（申込順） 

申込方法／９月５日（月）～ ２３日（金）大井図書館にて受付（9月6日(火)より電話申込み可） 

問合わせ／大井図書館（℡ 263-1100） 

◆上福岡西公民館図書室臨時休室について （上福岡西公民館図書室） 
「第２９回西公民館まつり」の開催に当たり、館全体を会場として使用するため 

下記の期間は臨時休室となります。 

期  間／９月１０日（土）～ ９月１１日（日） 

ふじみ野市立図書館 最新ニュース＆イベント情報誌 

クマクマだより 
2016年９月号 第１８４号 

ふじみ野市立図書館 
◆大井図書館 

℡ 049－263－1100 
◆上福岡図書館 
    ℡ 049－262－3710 
◆上福岡西公民館図書室 
    ℡ 049－264－5388 
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おはなし会 

こどもえいが会 

   大人映画会 

パソコン相談室（ボランティア図書館友の会） 

地域文庫（地域図書館ボランティア）

館 月 おはなしかい名 開催日 時間 その他 

大

井 ９ 

月 

おはなしかい 

---------、 １（木） 
 ６（火）、 ８（木） 
１３（火）、 --------- 
２０（火）、２２（木） 
２７（火）、２９（木） 

午前１０時３０分～１１時
おはなし会の後、

午後1時まで 

部屋を開放して 

います。 

（火・土曜日、祝

日を除く） 

ご自由にお楽し

みください。 

クマクマくらぶ １５（木）（０才以上） 

おはなしくまさん １０（土）（小学生以上） 午前１１時～１１時３０分 

上

福

岡

おはなしかい 

--------、 ２（金） 
７（水）、 ９（金） 
１４（水）、１６（金） 
２１（水）、２３（金） 
２８（水）、３０（金） 

午前１１時～１１時３０分 

館 月 開催日 開始時間 上映作品 

大

井
９ 

月 

 ４（日） 

午前１１時 

「３丁目物語・秋」（２５分） 

１１（日） 「注文の多い料理店」（２３分） 

１８（日） 
「ともだちや」（１３分） 

「一本の花」（６分） 

２５（日）
「ともだちくるかな」（１３分） 

「雄牛のフェルディナンド」（８分） 

上
福
岡

 ４（日） 

午前１１時 

「幽霊屋敷でケーキはいかが？」（22分） 

１１（日） 「敵の目をくらます昆虫たち」（20分） 

１８（日） 「源吉じいさんと子ぎつね」（１８分） 

２５（日） 「鹿鈴」（20分） 

９月 
◆大井  ８日（木）午後２時 (1 時３０分開場) 

◆上福岡 ９日（金）午後２時 (1 時３０分開場) 

「あゝ野麦峠」（154分）  原作：山本 茂実 監督：山本 薩夫 出演：大竹しのぶ、原田美枝子
1979年作品 内容：明治後期に飛騨から信州岡谷の製糸工場へ、働きに出、過酷な労働にもめげず生き
抜いた少女たち。その不屈の青春群像を秋の飛騨地方、冬の野麦峠を舞台に描く。

１０月 
◆大井  １３日（木）午後２時 (1時３０分開場) 

◆上福岡 １４日（金）午後２時 (1時３０分開場) 

「半落ち」（122分）  原作：横山秀夫 監督：佐々部清 出演：寺尾聰、原田美枝子
2004年公開 内容：男はなぜ、最愛の妻を殺したのか。男は自首するまでの空白の２日間に何をしてい
たのか。「命」の意味を問う、感動と衝撃のミステリー。

館 月 開催日 時間 場所 その他 

大
井

９

月 

７（水）、1４（水）、２１（水）、

2８（水） 

午前１０時 

～ 正午 
2階 パソコン持参をおすすめします。 

館 月 開催日 時間 

江川文庫（江川分館） 

9 

月

５（月）、１２（月）、２６（月） 午後３時～4時３０分 

こばと文庫（鶴ヶ岡分館） 
２（金）、９（金）、１６（金）、２３（金）、

３０（金） 
午後３時～４時30分 

たけのこ文庫（緑ヶ丘分館） ６（火）、１３（火）、２０（火）、２７（火） 午後3時～４時４５分 

つつじ文庫（大井分館） ３（土）、１７（土） 午前１０時～11時３０分 
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ふじみ野市立図書館 最新ニュース＆イベント情報誌 

クマクマだより 
2016年10月号 第１８５号 

◆アンケート調査を実施します。 (大井図書館、上福岡図書館、上福岡西公民館図書室)

大井図書館と平成27年 10月から指定管理者で運営されている上福岡図書館・上福岡西公民館図書 

室のサービス・運営についての評価と満足度、ご要望をお尋ねし、今後のサービス・運営の参考に 

するため来館者にアンケート調査を実施しますので、御協力をお願いします。 

・配布場所：大井図書館・上福岡図書館・上福岡西公民館図書室 

・配布期間：平成28年 10月 23日（日） ～ 11月 6日（日）まで

◆データベース閲覧サービスを実施しています。（上福岡図書館） 

データベースを使うとキーワードから色々なデータを検索・閲覧でき、欲しい情報を瞬時に得られ 

るメリットがあります。また最新情報の入手も容易です。 

使えるデータベースは、ヨミダス文書館・日経テレコン・官報・日経BP・ジャパンナレッジ・ 

ナクソスミュージックライブラリーの6つです。 

相談カウンター横に設置してあるデータベース閲覧専用パソコン、または貸出用タブレット端末 

にてご利用いただけます。データベース閲覧専用パソコンでは一部有料にてプリントアウトも 

できます。ぜひご利用ください。 

   大 井図書館のイベント・行事                       

◆第７回 大井図書館まつり 

日 時：１０月２日（日） 午前９時３０分～午後５時 

場 所：大井図書館 

内 容：午前９時３０分～午後５時          本のリサイクル広場 

午前９時３０分～午後３時          フリーマーケット 

午前１０時３０分～午前１１時３０分 人形劇 

出演／人形劇団「あかおに」 

演目／さんまいのおふだ 

                                             パンのかけらとちいさなあくま 

定員／６０名 

正午～午後１２時３０分             マジックショー 

出演／大井奇術団 

午後１時００分～午後１時２０分     書庫見学（1回目：先着10名） 

午後１時３０分～午後１時５０分     書庫見学（2回目：先着10名） 

午後２時００分～午後３時５０分     映画会「イーハトーブの赤い屋根」 

午後２時３０分～午後３時            おはなし会 

ボランティア図書館友の会 

午前１０時～午後３時    ミニゲーム         

午前１０時～午後３時    友の会ブース・本の販売     

「ふじみん」は、 

10：00 

11：45 

13：20

にくるよ。 

ロビーで待って

てね！ 

ふじみ野市立図書館 
◆大井図書館 

℡ 049－263－1100 
◆上福岡図書館 
    ℡ 049－262－3710 
◆上福岡西公民館図書室 
   ℡ 049－264－5388 
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おはなし会 

      こどもえいが会 

大人映画会 

パソコン相談室（ボランティア図書館友の会） 

地域文庫（地域図書館ボランティア）

館 月 おはなしかい名 開催日 時間 その他 

大

井 
10 

月 

おはなしかい 

 ４（火）、 ６（木） 

１１（火）、１３（木） 

１８（火）、２０（木） 

２５（火）、 -------- 

午前１０時３０分～１１時

おはなし会の後、

午後1時まで 

部屋を開放して 

います。 

（火・土曜日を 

除く） 

ご自由にお楽し

みください。 

クマクマくらぶ ２７（木）（０才以上） 

おはなしくまさん ８（土）（小学生以上） 午前１１時～１１時３０分 

上

福

岡 

おはなしかい 

 ５（水）、 ７（金） 

１２（水）、１４（金） 

１９（水）、２１（金） 

２６（水）、２８（金） 

午前１１時～１１時３０分 

館 月 開催日 開始時間 上映作品 

大

井

10 

月 

 ９（日） 

午前１１時 

「ヤーサマネコは運痴のお話」（１５分） 

「ポウさんと秋風」（８分） 

１６（日） 「月夜に浮かぶ幻の街」（２９分） 

２３（日） 「ぎろろんやまと１０ぴきのかえる」（２０分） 

３０（日） 「どんぐりと山猫」（２０分） 

上
福
岡

 ２（日） 

午前１１時 

「ふしぎな窓」（23分） 

 ９（日） 「サッカー・マジックチーム」（18分） 

１６（日） 「いのりの手」（１８分） 

２３（日） 「一つの花」（23分） 

３０（日） 「ロバと少年」（27分）

１０月 
◆大井  １３日（木）午後２時 (1時３０分開場) 

◆上福岡 １４日（金）午後２時 (1時３０分開場) 

「半落ち」（122分）  原作：横山秀夫 監督：佐々部清 出演：寺尾聰、原田美枝子

2004年公開 内容：男はなぜ、最愛の妻を殺したのか。男は自首するまでの空白の２日間に何をしてい

たのか。「命」の意味を問う、感動と衝撃のミステリー。

１１月 
◆大井  １０日（木）午後２時 (1時３０分開場) 

◆上福岡 １１日（金）午後２時 (1時３０分開場) 

「太陽の子」（1４2分）  原作：灰谷健次郎 監督：浦山桐郎 出演：原田晴美、大空真弓、 

河原崎長一郎 1980年公開 内容：大衆食堂「沖縄亭」にあつまる人々を通し、 

その店の少女（小学六年生）がノイローゼの父を理解し、沖縄に目を向けて成長する様子を描く。

館 月 開催日 時間 場所 その他 

大
井
10

月 

５（水）、1２（水）、１９（水）、

2６（水） 

午前１０時 

～ 正午 
2階 パソコン持参をおすすめします。 

館 月 開催日 時間 

江川文庫（江川分館） 

10 

月

３（月）、１７（月）、２４（月）、３１（月） 午後３時～４時３０分 

こばと文庫（鶴ヶ岡分館） ７（金）、１４（金）、２１（金）、２８（金） 午後３時～４時３０分 

たけのこ文庫（緑ヶ丘分館） ４（火）、１１（火）、１８（火）、２５（火） 午後３時～４時４５分 

つつじ文庫（大井分館） １（土）、１５（土） 午前10時～11時30分 
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ふじみ野市立図書館 最新ニュース＆イベント情報誌 

クマクマだより 
2016年1１月号 第１８６号 

◆図書館ホームページのセキュリティ強化について

ふじみ野市立図書館ホームページでは、利用者メニュー・資料の予約などのサービスをご利用 

いただく際に、個人情報を保護するための暗号化通信を行っています。 

 この暗号化通信に必要なサーバ証明書に「SHA-1」方式を使用していますが、安全性の問題から供給停

止が予定されているため、より安全性の高い「SHA-2」方式へ変更します。 

【変更日時】 平成２８年１２月１日（木）午前８時から午前９時の間 

  ※上記のサーバー証明書切り替え作業時間中は、一時的にホームページをご利用頂くことが 

できない場合があります。 

変更後は、「SHA-2」方式に対応していない一部の携帯電話やスマートフォン、古いパソコンなど 

から図書館ホームページのご利用ができなくなる場合があります。「SHA-2」未対応の機器を 

ご利用の方にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

◆公衆無線ＬＡＮ（wi-fi）接続サービスを実施しています （上福岡図書館） 

お手持ちのノートパソコン、スマートフォンなどの情報端末を公衆無線 LAN（wi-fi）に接続すること 

で、インターネットを閲覧できるサービスです。ご利用対象は中学生以上のすべての方。ご利用に必要な 

ワンタイムパスワードはカウンターにて発行しています。お気軽にご利用ください。 

ふじみ野市立図書館 
◆大井図書館 

℡ 049－263－1100 
◆上福岡図書館 
    ℡ 049－262－3710 
◆上福岡西公民館図書室 
   ℡ 049－264－5388 

   上 福岡図書館のイベント・行事                      
◆第１８回 上福岡図書館まつり 

日 程  ：１１月５日（土）         

場 所  ：上福岡図書館           

内容・時間：以下のとおり           

■展示：写真で振り返るこの一年のサービス・障害者サービス用資料紹介・学校図書館支援 

・図書館を使った調べる学習コンクール紹介 

■本と雑誌のリサイクル広場  午前 9時～午後3時（なくなり次第終了） 

■フリーマーケット      午前 9時～午後3時（なくなり次第終了） 

■バルーンアート       ①午前 9時～9時30分 ②午後1時～1時30分 

（体験会は①午前10時～10時30分②午後2時～2時30分） 

■大道芸ショー        ①午前 9時 30分～10時 ②正午～午後0時30分 

（体験会は午後１時30分～2時） 

■模擬店他（コ ヒー・カレー・パン・クッキー・綿あめ・ベーグル他）

午前10時 30分～午後2時（なくなり次第終了） 

■聴導犬デモンストレーション ①午前10時 30分～11時 ②午後1時 30分～2時 

■地下書庫大公開       ①午前 10時 30分～11時 ②午後2時～2時30分 

■おはなしフェスタ（よみきかせ・パネルシアター・手遊び歌他） 午前 11時～正午 

■図書館コンサート      午後 3時～3時 30分（出演：福岡中学校吹奏楽部） 

◆野菜ソムリエによる健康講座  冬野菜の魅力～知って食べて元気に～ 

 日 時：11月 26日（土）午前10時～11時 30分 

 場 所：上福岡図書館 ２階 集会室２ 

 対象・定員：ふじみ野市在住・在勤の人、30人（申込順） 

 内 容：冬野菜を使用したレシピの提案、試食もあります。 

 講 師：福島光子さん：野菜ソムリエ（日本野菜ソムリエ協会認定）    

申 込 方 法：１１月１日（火）午前９時から上福岡図書館の窓口か電話で申し込む
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おはなし会 

      こどもえいが会 

大人映画会 

パソコン相談室（ボランティア図書館友の会） 

館 月 おはなしかい名 開催日 時間 その他 

大

井 
11 
月 

おはなしかい 

 １（火）、 ３（木） 
 ８（火）、１０（木） 
１５（火）、１７（木） 
２２（火）、 -------- 
２９（火）、 -------- 

午前１０時３０分～１１時
おはなし会の後、

午後1時まで 

部屋を開放して 

います。 

（火・土曜日を 

除く） 

ご自由にお楽し

みください。 

クマクマくらぶ ２４（木）（０才以上） 

おはなしくまさん １２（土）（小学生以上） 午前１１時～１１時３０分 

上
福
岡 

おはなしかい 

 ２（水）、 ４（金） 
 ９（水）、１１（金） 
１６（水）、１８（金） 
２３（水）、２５（金） 
３０（水）、 -------- 

午前１１時～１１時３０分 

館 月 開催日 開始時間 上映作品 

大

井

11 

月 

 ６（日） 

午前１１時 

「白い馬」（２３分） 

１３（日） 「またあえるねツバメ君」（２４分） 

２０（日） 「ヘンゼルとグレーテル」（２０分） 

２７（日）
「ぼくの村にサーカスがきた」（１４分） 

「金のがちょう」（１０分） 

上
福
岡

 ６（日） 

午前１１時 

「地下鉄こども探検隊」（30分） 

１３（日） 「むくはとじゅうの名犬物語」（20分） 

２０（日） 「ババロワさんこんばんは」（24分） 

２７（日） 「はだかの王様」（20分）

１１月 
◆大井  １０日（木）午後２時 (1時３０分開場) 

◆上福岡 １１日（金）午後２時 (1時３０分開場) 

「太陽の子」（142分）  原作：灰谷健次郎 監督：浦山桐郎 出演：原田晴美、大空真弓、 
河原崎長一郎 1980年公開 内容：大衆食堂「沖縄亭」にあつまる人々を通し、 
その店の少女（小学六年生）がノイローゼの父を理解し、沖縄に目を向けて成長する様子を描く。

１２月 
◆大井   ８日（木）午後２時 (1時３０分開場) 

◆上福岡  ９日（金）午後２時 (1時３０分開場) 

「背負子日記（しょいこにっき）」（３２分）  監督：神山征二郎 出演：殿山泰司、前田吟 
1984年公開 内容：山小屋で暮らす老夫婦のもとへ、息子一家がやってきました。自閉症の孫を預ける
ためです。本当に大切なものは何か、を問いかけます。 

「日暮硯（ひぐらしすずり）」（４２分）  監督：上杉尚祺 出演：荻島真一、御木本伸介、東千晃
1990年公開 内容：藩主から財政再建を命じられ、みごとにそれを果たした恩田木工の著作「日暮硯」
を映像化した作品。「経営と人間のあり方」を問い、「経営の原点」を探る。 

館 月 開催日 時間 場所 その他 

大
井
11
月 

２（水）、９（水）、１６（水）、
３０（水） 

午前１０時 
～ 正午 

2階 パソコン持参をおすすめします。 

   大 井図書館のイベント・行事                       
◆語りの会「ずくぼんじょ」が昔話を中心にしたおはなし会を開きます。 

 日 時：１１月２６日（土）午後２時～４時（午後1時30分開場） 

 場 所：大井中央公民館 ２階 視聴覚室 

 対 象：小学５年生以上 

 語 り 手：ずくぼんじょ 

 問合わせ：大井図書館（℡ ２６３－１１００） 
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ふじみ野市立図書館 最新ニュース＆イベント情報誌 

クマクマだより 
2016年1２月号 第１８７号 

◆図書館ホームページのセキュリティ強化について

ふじみ野市立図書館ホームページでは、利用者メニュー・資料の予約などのサービスをご利用 

いただく際に、個人情報を保護するための暗号化通信を行っています。 

 この暗号化通信に必要なサーバ証明書に「SHA-1」方式を使用していますが、安全性の問題から 

供給停止が予定されているため、より安全性の高い「SHA-2」方式へ変更します。 

【変更日時】 平成２８年１２月１日（木）午前８時から午前９時の間 

  ※上記のサーバー証明書切り替え作業時間中は、一時的にホームページをご利用頂くことが 

できない場合があります。 

変更後は、「SHA-2」方式に対応していない一部の携帯電話やスマートフォン、古いパソコンなど 

から図書館ホームページのご利用ができなくなる場合があります。「SHA-2」未対応の機器を 

ご利用の方にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

  大井図書館のイベント・行事

◆お楽しみマジックショー 

日 時：１２月１１日（日） 

午前１１時３０分～正午 

場 所：大井図書館 2階 研修室  

出 演：大井奇術団 

問合せ：大井図書館 （℡ 263－1100） 

◆【本の福袋】を貸出します。 

上福岡図書館スタッフが図書館の本の中

からテーマを決めて数冊の本を入れた福袋

をご用意しました。年末年始の読書の楽しみ

にお使いください。どんな本を読めるかは、

袋を開けてみてのお楽しみ。 

期 間：12月 17日（土）～27日（火）

に貸出します。 

場 所：上福岡図書館 

ふじみ野市立図書館 
◆大井図書館 

℡ 049－263－1100 
◆上福岡図書館 
    ℡ 049－262－3710 
◆上福岡西公民館図書室 
    ℡ 049－264－5388 

   上福岡図書館のイベント・行事    

◆かわいいポップアップカードを作ろう！ 

クリスマスやお正月、大切な人に 

手作りカードを贈りませんか？        

日 時：12月 17日（土）午後1時～3時 

場 所：上福岡図書館 2階 集会室１       

内 容：ポップアップカードの作成、簡単なものから

少しむずかしいものまでお好きなデザイン

を選べます。 

対 象：市内在住・在勤・在学の小学校高学年～大人

まで（自分でカッターを使える人） 

定 員：１０人 

申込方法：12月１日（木）～10日（土） 

午前９時～午後８時に窓口または電話 

で申し込む。（定員を超えた場合は抽選） 

※抽選結果は申し込み者全員にはがきで郵送します。 

申込先：上福岡図書館（℡ ２６２－３７１０） 

◆クリスマススペシャルおはなし会 

日 時：１２月２３日（金） 

午前１１時～１１時４０分 

場 所：上福岡図書館 2階 視聴覚ホール 

内 容：クリスマスの絵本の読みきかせ、 

手遊びなど。サンタさんも来ます！ 

対 象：0歳以上 
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おはなし会 

      こどもえいが会 

大人映画会 

パソコン相談室（ボランティア図書館友の会） 

館 月 おはなしかい名 開催日 時間 その他 

大

井 
12 

月 

おはなしかい 

 --------、 １（木） 

 ６（火）、 ８（木） 

１３（火）、１５（木） 

２０（火）、 -------- 

２７（火）、 -------- 

午前１０時３０分～１１時

おはなし会の後、

午後1時まで 

部屋を開放して 

います。 

（火・土曜日を 

除く） 

ご自由にお楽し

みください。 

クマクマくらぶ ２２（木）（０才以上） 

おはなしくまさん １０（土）（小学生以上） 午前１１時～１１時３０分 

上

福

岡 

おはなしかい 

 --------、 ２（金） 

 ７（水）、 ９（金） 

１４（水）、１６（金） 

２１（水） 

午前１１時～１１時３０分 

館 月 開催日 開始時間 上映作品 

大

井

12 

月 

 ４（日） 

午前１１時 

「くるみ割り人形」（２４分） 

１１（日） 「氷河ねずみの毛皮」（２４分） 

１８（日） 「ミッキーマウスのメリークリスマス」（２６分） 

２５（日） 「３丁目物語 冬」（２５分） 

上
福
岡

 ４（日） 

午前１１時 

「夢の星座」（９分） 

「ミッキーマウスのたのしい冬」（１0分） 

１１（日） 
「やまなし」（１５分） 

「グリーンヴァレー物語 ポウさんの雪だるま」（８分） 

１８（日） 
「ともだちや」（１３分） 

「ともだちくるかな」（１３分） 

２５（日） 「ミッキーマウスのメリークリスマス」（２６分）

１２月 
◆大井   ８日（木）午後２時 (1時３０分開場) 

◆上福岡  ９日（金）午後２時 (1時３０分開場) 

「背負子日記（しょいこにっき）」（３２分）  監督：神山征二郎 出演：殿山泰司、前田吟 

1984年公開 内容：山小屋で暮らす老夫婦のもとへ、息子一家がやってきました。自閉症の孫を預ける

ためです。本当に大切なものは何か、を問いかけます。 

「日暮硯（ひぐらしすずり）」（４２分）  監督：上杉尚祺 出演：荻島真一、御木本伸介、東千晃

1990年公開 内容：藩主から財政再建を命じられ、みごとにそれを果たした恩田木工の著作「日暮硯」

を映像化した作品。「経営と人間のあり方」を問い、「経営の原点」を探る。 

１月 
◆大井  １２日（木）午後２時 (1時３０分開場) 

◆上福岡 １３日（金）午後２時 (1時３０分開場) 

「北壁に舞う」（１００分）  監督：松山善三 出演：長谷川恒男 

1979年製作 内容：１９７９年３月４日、世界三大北壁の１つ、グランドジョラス北壁のウォーカーピー

クの単独登はんに成功した長谷川恒男の壮挙を描いたドキュメンタリー。  

館 月 開催日 時間 場所 その他 

大
井
12
月 

７（水）、1４（水）、２１（水） 
午前１０時 

～ 正午 
2階 パソコン持参をおすすめします。 
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図書館キャラクターの名前

が決まりました！ 

“ブッくん”(左)と 

“リードさん”(右) 

ふたりで、 

“ホンキーズ”
よろしくお願いします！！ 

ふじみ野市立図書館 最新ニュース＆イベント情報誌 

クマクマだより 
201７年１月号 第１８８号 

ふじみ野市立図書館 
◆大井図書館 
℡ 049－263－1100 

◆上福岡図書館 
℡ 049－262－3710 

◆上福岡西公民館図書室 
℡ 049－264－5388 

   大井図書館のイベント・行事    

◆本とあそぼう～ 

「全国訪問おはなし隊」がやってくる！ 

「キャラバンカーでの自由閲覧」30分と「おは

なし会」30分を組み合わせた、1時間程度の催

しです。 

日 時：１月２８日（土） 

①午後２時30分～３時  

②午後３時１０分～３時４０分 

内 容：①キャラバンカーの見学 

②おはなし隊によるおはなし会 

場 所：①大井図書館 駐車場 

②大井図書館 2階 研修室 

対 象：幼児～小学校低学年 

申込み：不要 

◆ぶんこのつどい 

４つの地域文庫合同の年に一度のおたのしみ会

です。影絵や劇、えいが会などの楽しい催しを

します。 

日 時：１月２９日（日） 

午後１時30分～３時（開場午後１時） 

場 所：大井図書館2階 研修室 

問合せ：大井図書館 （℡ 263－1100） 

※市内には、地域図書館ボランティアが運営す

る地域文庫があります。 

こども向けの絵本や読み物、紙芝居などが 

あり、貸出もしています。 

幼児～中学生まで誰でも利用できます。 

お近くの地域文庫をぜひ、ご利用ください。 

＜開館時間＞ 

●江川文庫(東久保1-23-12)  

毎週月 15:00～16:30 ※祝日休 

●こばと文庫(鶴ケ岡4-16-25) 

毎週金15:00～16:30 ※祝日休 

●たけのこ文庫(西鶴ケ岡2-10-1) 

 毎週火 15:00～16:30※祝日・第5火休 

●つつじ文庫(大井 234) 

 第 1･3土 10:00～11:30 

   上福岡図書館のイベント・行事    

◆本とあそぼう～ 

「全国訪問おはなし隊」がやってくる！ 

たくさんの絵本を積んだキャラバンカーで全国を

訪問している「おはなし隊」がふじみ野市に来ま

す。 

日 時：１月１４日（土） 

①午後２時30分～３時 

②午後３時５分～３時３５分 

内 容：①キャラバンカーの見学 

②おはなし隊によるおはなし会 

場 所：①上福岡図書館 玄関前 

②上福岡図書館 １階 おはなし室 

対 象：幼児～小学校低学年 

申込み：不要 

◆「親子で楽しむ手作りおもちゃ講座」 

日 時：１月２８日（土）午後１時～３時 

場 所：上福岡図書館 2 階 集会室２ 

対 象：４歳～小学校低学年の親子１０組 

 内 容：季節にちなんだおもちゃを親子で 

手作りします。 

講 師：山岡千秋さん 

（おもちゃコンサルタントマスター） 

持ち物：はさみ、のり 

申込方法：１月９日（月）から 

午前９時～午後８時に電話もしくは 

上福岡図書館カウンターにて 

申し込む。（申込順） 

問合せ：上福岡図書館（℡ 262－3710）
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おはなし会 

   こどもえいが会 

大人映画会 

パソコン相談室（ボランティア図書館友の会） 

館 月 おはなしかい名 開催日 時間 その他 

大

井 
１ 

月 

おはなしかい 

 --------、 ５（木） 

１０（火）、１２（木） 

１７（火）、１９（木） 

２４（火）、 -------- 

３１（火）、 -------- 

午前１０時３０分～１１時

おはなし会の後、

午後1時まで 

部屋を開放して 

います。 

（火・土曜日を 

除く） 

ご自由にお楽し

みください。 

クマクマくらぶ ２６（木）（０才以上） 

おはなしくまさん １４（土）（小学生以上） 午前１１時～１１時３０分 

上

福

岡 

おはなしかい 

 --------、 ６（金） 

１１（水）、１３（金） 

１８（水）、２０（金） 

２５（水）、２７（金） 

午前１１時～１１時３０分 

館 月 開催日 開始時間 上映作品 

大

井

１ 

月 

 ８（日） 

午前１１時 

「３丁目物語 お正月編」（２４分） 

１５（日） 
「こびとのくつや」（１０分） 

「すもうおばけ」（１２分） 

２２（日） 「おおきなかぶ」（２１分） 

上
福
岡

 ８（日） 

午前１１時 

「魔法のシンフォニー」（１９分） 

１５（日） 「モチモチの木」（２０分） 

２２（日） 
「かさこ地ぞう」（１３分） 

「北風と太陽・ひつじかいの悪ふざけ」（９分） 

２９（日） 「おにたのぼうし」（１８分）

１月 
◆大井  １２日（木）午後２時 (1時３０分開場) 

◆上福岡 １３日（金）午後２時 (1時３０分開場) 

「北壁に舞う」（１００分）  監督：松山善三 出演：長谷川恒男 

1979年製作 内容：１９７９年３月４日、世界三大北壁の１つ、グランドジョラス北壁のウォーカーピー

クの単独登はんに成功した長谷川恒男の壮挙を描いたドキュメンタリー。  

２月 
◆大井   2 日（木）午後２時 (1時３０分開場) 

◆上福岡  3日（金）午後２時 (1時３０分開場) 

「雪豹」（８０分）  監督・脚本：岩崎雅典 撮影：加藤孝 語り：寺尾聰 

2002年製作 内容：山岳地帯に生息するヒョウの一種、ユキヒョウの記録。現在個体数は減少しており、

絶滅危惧種に指定されている。 

館 月 開催日 時間 場所 その他 

大
井
１
月 

１１（水）、1８（水）、２５（水） 
午前１０時 

～ 正午 
2階 パソコン持参をおすすめします。 
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                      大 井 図 書 館 のイベント・行 事           

◆お楽しみマジックショー 

大井奇術団マジシャンによる楽しいマジックショーです。 
不思議な手品の世界をお楽しみください。 

日 時：２月１２日（日） 午前１１時３０分～正午 

場 所：大井図書館 2階 研修室 

出 演：大井奇術団 

問合せ：大井図書館（℡ 263－1100） 

ふじみ野市立図書館 最新ニュース＆イベント情報誌 

クマクマだより 
201７年２月号 第１８９号 

～ 

◆特別整理期間のお知らせ
蔵書点検のため、下記の期間を休館します。 

大井図書館 

２月１３日（月）～ ２月２２日（水） 

上福岡図書館・上福岡西公民館図書室 

２月６日（月）～ ２月１０日（金） 

                   上 福 岡 図 書 館 のイベント・行 事          

◆子どもと楽しむわらべうた講座～ふれあいあそびで親子のホットタイム～

日 時 ：３月３日（金） 午後１時３０分～３時３０分 

場 所 ：上福岡図書館 ２階 集会室２ 

対象・定員：市内在住・在勤の人 ２０人（申込順） 

講 師 ：久津摩(くづま)英子(えいこ)さん（東京家政大学進路アドバイザー） 

内 容 ：わらべうたを通してふれあい遊びの楽しさを味わいましょう。 

読み聞かせボランティアやご家庭で実践できるわらべうたや手遊びを楽しく学びます。 

申込方法：2月１１日（土）午前9時から窓口か電話で申し込む。 

      ※１歳児から未就学児の保育あり 8人（申込順） 

申 込 先 ：上福岡図書館（℡ 26２－３７１０） 

☆なお、3月3日（金）午前11時からのおはなし会は、久津摩先生によるわらべうたの会です。 

◆情報リテラシー講座 

インターネットに接続できる館内wi-fi サービスと、各種データベースを活用してビジネスや生活に

役立つ情報を入手しましょう。 

日 時 ：３月１１日（土） ①午前１０時～１１時 ②午後２時～３時 

場 所 ：上福岡図書館 対面朗読室 

対象・定員：市内在住・在勤で中学生以上の人・各５人 

（抽選による。抽選結果については申込者全員にはがきで通知します。）  

持 ち 物 ：お持ちの方はスマートフォン・タブレット等の情報端末。        

       お持ちでない方は館内タブレットを貸出します。 

申込方法：２月２１日（火）～３月４日（土）午前９時～午後８時に窓口か電話で申し込む。 

 申 込 先 ：上福岡図書館（℡ 26２－３７１０） 

ふじみ野市立図書館 
◆大井図書館 
℡ 049－263－1100 

◆上福岡図書館 
℡ 049－262－3710 

◆上福岡西公民館図書室 
℡ 049－264－5388 
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おはなし会 

   こどもえいが会 

大人映画会 

パソコン相談室（ボランティア図書館友の会） 

地域文庫（地域図書館ボランティア）

館 月 おはなしかい名 開催日 時間 その他 

大

井 
２ 

月 

おはなしかい 

------、 ２（木） 

７（火）、 ９（木） 

２８（火）、 ------ 
午前１０時３０分～１１時

おはなし会の後、

午後1時まで 

部屋を開放して 

います。 

（火・土曜日を 

除く） 

ご自由にお楽し

みください。 

クマクマくらぶ ２３（木）（０才以上） 

おはなしくまさん １１（土）（小学生以上） 午前１１時～１１時３０分 

上
福
岡 

おはなしかい 

１（水）、 ３（金） 

１５（水）、１７（金） 

２２（水）、２４（金） 

午前１１時～１１時３０分 

館 月 開催日 開始時間 上映作品 

大

井

２ 

月 

 ５（日） 

午前１１時 

「鬼がら」（２７分） 

１２（日） 「リトルツインズ 旅立ち」（２５分） 

１９（日） 特別整理期間のため、お休み

２６（日） 「雪渡り」（２３分） 

上
福
岡

 ５（日） 

午前１１時 

「鬼の子と雪うさぎ」（２２分） 

１２（日） 「氷河ネズミの毛皮」（２４分） 

１９（日） 「わらぐつの中の神様」（２３分） 

２６（日）
「花さかじいさん」（１０分） 

「桃太郎」（１０分）

２月 
◆大井   ２日（木）午後２時 (1時３０分開場) 

◆上福岡  ３日（金）午後２時 (1時３０分開場) 

「雪豹」（８０分）  監督・脚本：岩崎雅典 撮影：加藤孝 語り：寺尾聰 

２００２年製作 内容：山岳地帯に生息するヒョウの一種、ユキヒョウの記録。現在個体数は減少しており、

絶滅危惧種に指定されている。 

3月 
◆大井   ９日（木）午後２時 (1時３０分開場) 

◆上福岡 １０日（金）午後２時 (1時３０分開場) 

「ドンマイ」（１１０分）  監督：神山征二郎 原作・脚本：新藤兼人 出演：桃井かおり、永島

敏行 １９９２年 内容：舞台は東京下町、人々のうるおいがいまだ残るこの舞台で、少年野球チーム「ち

どりボーイズ」を巡り、野球を通してくりひろげられる笑いと涙の人間ドラマ。

館 月 開催日 時間 場所 その他 

大
井

２
月

１（水）、８（水） 
午前１０時 

～ 正午 
2階 パソコン持参をおすすめします。 

館 月 開催日 時間 

江川文庫（江川分館） 
２ 

月

6（月）、13（月）、20（月）、27（月） 午後３時～４時３０分 

こばと文庫（鶴ヶ岡分館） 3（金）、10（金）、17（金）、24（金） 午後３時～４時３０分 

たけのこ文庫（緑ヶ丘分館） 7（火）、14（火）、21（火）、28（火） 午後３時～４時４５分 

つつじ文庫（大井分館） 4（土）、18（土） 午前10時～11時30分 
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ふじみ野市立図書館 最新ニュース＆イベント情報誌 

クマクマだより 
201７年３月号 第１９0号 

大井図書館のイベント・行事   

◆１．「ＷＯＲＤを使った名刺の作成」講習会 

日 時／・３月１６日（木）10：00～正午 

・３月１７日（金）10：00～正午 

◆２．「ＥＸＣＥＬを使った読書手帳の作成」講習会

日 時／・３月１６日（木）13：30～16：00 

・３月１７日（金）13：30～16：00 

注）２日間の講習ではありません。ご都合の良いど

ちらか一方の日をお選びください。 

1．ＷＯＲＤと2．EXCEL の同時申し込みはでき

ます。 

場 所／大井図書館 ２階 会議室

対 象／ふじみ野市在住・在勤・在学の１８歳以上 

で、パソコンでマウス操作ができ、住所・

氏名を３分程度で入力できる方。 

定 員／各回５名（抽選） 

申込期間／平成２９年３月１日（水）～ 

平成２９年３月９日（木）まで 

申込方法／申込書に必要事項を記入し、 

大井図書館のカウンターへ持参する。 

抽選結果は、はがきで全員にお知らせ 

します。 

※申込書は、図書館ホームページから 

ダウンロードもできます。 

問合先／大井図書館 （℡ ２６３－１１００） 

◆春休みえいが会 

日 時／3月 28日（火）午前11時 30分～ 

内 容／「ぼくときどきぶた」（２５分） 

場 所／大井図書館 ２階 研修室

◆「育児コンシェルジュ」の名称変更について （上福岡図書館）
上福岡図書館の児童書コーナーでの読み聞かせ、絵本の紹介、育児支援を行なっている 

「育児コンシェルジュ」の名称を、平成２９年４月１日から「図書館育児アドバイザー」に 

変更します。活動内容、活動日時は変更ありません。 

今後ともご利用をお待ちしています。 

ふじみ野市立図書館 
◆大井図書館 
℡ 049－263－1100 

◆上福岡図書館 
℡ 049－262－3710 

◆上福岡西公民館図書室 
℡ 049－264－5388 

上福岡図書館のイベント・行事

◆バリアフリー映画会 

バリアフリー映画とは、聴覚に障がいのある方

も映画を楽しめるように「日本語字幕」を付け

ています。又、一般の方でも「字幕」があるこ

とによって聞きとりにくいせりふを字幕で確認

できますので、ぜひご参加下さい。 

 日 時／３月２５日（土） 午後２時～ 

（1時３０分開場） 

 場 所／上福岡図書館 ２階 視聴覚ホール 

（定員117名） 

対 象／どなたでもご覧いただけます。 

上映作品／「BALLAD（バラッド） 名もな

き恋のうた」（１３２分） 

２００９年製作 

監督・脚本：山崎貴 

出演：草彅剛、新垣結衣他 

内容：戦国の世に奏でられた侍と

姫の儚い恋のうた 

問合先／上福岡図書館（℡ 2６２－３７１０） 

◆春休みおはなし会 
語りの会「ずくぼんじょ」が昔話を語ります。 

むかーしむかしのおはなしを、聞きにきてくださ

い。 

日 時／3月 28日（火） 

午前 10時 30分～11時 15分まで 

場 所／大井図書館 ２階 研修室 

語り手／ずくぼんじょ 

対 象／小学生以上（お話が聞ければ幼児も可） 
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おはなし会 

   こどもえいが会 

大人映画会 

パソコン相談室（ボランティア図書館友の会） 

館 月 おはなしかい名 開催日 時間 その他 

大

井 
３ 
月 

おはなしかい 

------、 ２（木） 
７（火）、 ９（木） 
１４（火）、１６（木） 
２１（火）、 ------ 
２８（火）、３０（木） 

午前１０時３０分～１１時
おはなし会の後、

午後1時まで 

部屋を開放して 

います。 

（火・土曜日を 

除く） 

ご自由にお楽し

みください。 

クマクマくらぶ ２３（木）（０才以上） 

おはなしくまさん １１（土）（小学生以上） 午前１１時～１１時３０分 

上
福
岡 

おはなしかい 

１（水）、※３（金） 
８（水）、１０（金） 
１５（水）、１７（金） 
２２（水）、２４（金） 
２９（水）、３１（金） 

午前１１時～１１時３０分 

館 月 開催日 開始時間 上映作品 

大

井

３ 

月 

 ５（日） 

午前１１時 

「うぐいす姫」（１５分） 

「グリーンヴァレー物語空をとんだポウさん」（８分） 

１２（日） 
「こびとといもむし」（１０分） 

「北風と太陽ひつじかいの悪ふざけ」（９分） 

１９（日） 
「はなたれこぞうさま」（１８分） 

「まいごのこねこちゃん」（６分） 

２６（日） 
「はつかネズミのオンボロ自動車」（１０分） 

「花いっぱいになあれ」（１２分） 

上
福
岡

 ５（日） 

午前１１時 

「トムとジェリー 花火はすごいぞ」（７分） 

「トムとジェリー 逃げてきたライオン」（７分） 

「トムとジェリー 素敵なおさがり」（７分） 

１２（日） 「3丁目物語 春」（２５分） 

１９（日） 
「アンパンマンまじょのくにへ」（１０分） 

「アンパンマンとばいきんまん」（１０分） 

２６（日）
「おまえうまそうだな」（１１分） 

「きみはほんとうにステキだね」（１１分）

3月 
◆大井   ９日（木）午後２時 (1時３０分開場) 

◆上福岡 １０日（金）午後２時 (1時３０分開場) 

「ドンマイ」（１１０分）  監督：神山征二郎 原作・脚本：新藤兼人 出演：桃井かおり、永島

敏行 １９９０年 内容：舞台は東京下町、人々のうるおいがいまだ残るこの舞台で、少年野球チーム「ち

どりボーイズ」を巡り、野球を通してくりひろげられる笑いと涙の人間ドラマ。

４月 
◆大井  １３日（木）午後２時 (1時３０分開場) 

◆上福岡 １４日（金）午後２時 (1時３０分開場) 

「ひとことのやさしさ」（５１分）  １９９１年 内容：看護婦になって２年目の松下みち代、彼女と

同じ看護婦の二人の友の姿を描き、人の生命を護る看護婦という仕事に、勇気と希望をもち、ひたむきに生

きる姿を描く。 

「ゲートボールの青春」（２９分）  １９８７年 内容：ゲートボールが原因でけんかをした老夫婦が

ゲートボールを友愛訪問などの地域活動に生かしている人達と接する事により 仲直りするまでを明るく

コミカルに描く。

館 月 開催日 時間 場所 その他 

大
井

３
月

１（水）、８（水）、１５（水）、
２２（水）、２９（水） 

午前１０時 
～ 正午 

2階 パソコン持参をおすすめします。 

※３月３日のおはなし会は、久津摩
く づ ま

英子さんによるわらべうたの会です。
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