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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までのあゆみ ― 

昭和３２年    県立移動図書館が福岡村役場に運行開始 

昭和３６年    県立移動図書館の駐車場が小学校に変更 

昭和３８年    県立移動図書館の駐車場が上野台、霞ヶ丘、富士見台の３か所に変更 

昭和４６年１０月 移動図書館「ともしび号」が運行開始 積載量７００冊 

公務員住宅、西沼（青葉台住宅）、上福岡３丁目、南台、上福岡５・６丁目、丸山、 

第３小学校横、武蔵野、下福岡、川崎、駒林 

昭和４７年    市図書室開設 

移動図書館「ともしび号」が北野にも運行 

県立浦和図書館１日図書館「むさしの号」が上野台、霞ヶ丘の市内２か所に運行 

昭和５１年    県立移動図書館が県立川越図書館「はつかり号」に移行 

昭和５２年３月  県立川越図書館「はつかり号」が上野台駐車場を終了 

 

―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 ３月 市立図書館設置条例制定 

 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 

・水曜日は移動図書館「ともしび号」１２か所を運行 

武蔵野、西沼、川崎、駒林、上福岡５・６丁目、丸山、第３小学校前、南台、北野、富士見台、下福岡、上

福岡３丁目 

・県立川越図書館の移動図書館はつかり号（霞ヶ丘団地1か所・年１０回火曜日）の運行協力 

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 

移動図書館「ともしび号」駐車場の上福岡３丁目を廃止し、仲３丁目（薬王寺）、郷土資料館

前を新設 

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 
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   移動図書館「ともしび号」は、郷土資料館前を３月から廃止 １２か所運行 

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 

１１月 第２小学校内に書庫確保 

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 ４月 県立川越図書館の移動図書館「はつかり号」の運行が午後のみに変更 翌年度引き上げ決定 

移動図書館「ともしび号」は、第３小学校横、北野を廃止し、１０か所運行 

６月 移動図書館「ともしび号」を買い替えし、移動図書館貸出冊数を１人３冊から５冊に変更 

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 

４月 移動図書館「ともしび号」は「はつかり号」引き上げ後を引き継ぎ、霞ヶ丘（管理事務所前）

駐車場を新設して１１か所で実施 

昭和６０年 ４月 住宅地の昼間人口減少のため、移動図書館「ともしび号」は西沼、南台を廃止し、８か所運行 

９月 旧保健予防センター跡に移転 （同８３号棟内、床面積２５３㎡） 

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 

         貸出方式をブラウン方式からチケット方式に変更し、貸出冊数を３冊から５冊に増加 

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 

     １０月 西公民館図書室が開室に伴い、移動図書館「ともしび号」は霞ヶ丘、武蔵野、上福岡５・６丁

目の駐車場を廃止し、仲、富士見台、丸山、下福岡の４か所で実施 

 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 

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 

         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 

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 ４月 移動図書館「ともしび号」は、仲、富士見台、丸山、下福岡の駐車場を廃止し、小学校のみの

巡回となる 

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 市立図書館閉館 移動図書館「ともしび号」休止 

      ３月 移動図書館車更新 積載量３，０００冊 
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― 上福岡市立市民図書館のあゆみ ― 

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 

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 

平成 ６年１０月 移動図書館「ともしび号」再開 

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

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 
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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 

―大井町立図書館設置までのあゆみ ― 

昭和２５年    県立移動図書館「むさしの号」が大井村役場１か所に運行開始 

昭和３８年    県立移動図書館が「むさしの号」駐車場を中央公民館前に移動 

昭和４４年    県立移動図書館の駐車場を電々駐車場（電々公社社宅）に増設（合計２か所） 

昭和４５年    県立移動図書館の駐車場をみどりが丘（亀久保六区みどりケ丘遊園地）に増設（合計３か所） 

昭和４６年    大井町立地域文庫「八丁地域文庫」を亀久保の林氏宅に開設 

   県立移動図書館の駐車場を大井（大井西台自治会）、苗間（神明神社境内）に増設（合計５か所） 

電々駐車場の名称を「鶴ケ岡駐車場」に変更 

昭和４７年    県立移動図書館の駐車場を赤
あか

土
ど

（亀久保安藤建設社宅遊園地）、カタバミ（旭化成社宅遊園地）

に増設（合計７か所） 

２月 大井町立つつじ地域文庫 徳性寺にて開館 

昭和４８年 ３月 八丁地域文庫を廃止し、つつじ地域文庫を大井分館に移設 

 ４月 大井町立図書館設置条例施行 

         鶴ケ岡地域文庫設立 

１０月 大井町立こばと地域文庫 鶴ケ岡分館に設立 

３月 県立移動図書館の駐車場みどりが丘への運行終了 

昭和４９年 ４月 大井町立まつぼっくり地域文庫 旧六区分館に設立 

５月 鶴ケ岡地域文庫 たけのこ地域文庫と改名 

      ７月 大井町立かめくぼ地域文庫 亀久保分館に設立 

昭和５０年 ４月 大井町立ひまわり地域文庫 七区分館に設立 

      ７月 大井町立なかよし地域文庫 みほの分館に設立 

３月 県立移動図書館の駐車場の赤土への運行終了 

昭和５１年 ５月 大井町立図書館の開館 （亀居分館内） 

毎週水曜日 ９時３０分から１６時 配本申請３５０冊 

県立浦和移動図書館「むさしの号」が県立川越移動図書館「はつかり号」に移行 

昭和５２年 ９月 大井町立江川地域文庫 江川分館に設立 

昭和５３年 ３月 県立移動図書館の駐車場の江川への運行終了 

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 

      ５月 ひまわり地域文庫 七区分館から武蔵野分館へ移設 

      ９月 まつぼっくり地域文庫 新設された六区分館に移転 



5 

 

昭和５９年    町立図書館の５９年度貸出冊数が過去最高の９７，６４８冊を記録 

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 

     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 

         新館完成 

      ４月 中央公民館館内から新館へ移転のため休館 

 

―大井町立図書館のあゆみ ― 

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 ２，０９０.９２㎡（併設 郷土資料館を含む） 

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 ３月 かめくぼ地域文庫閉館 

県立移動図書館「はつかり号」大井駐車場、苗間駐車場の終了をもって、大井町内の巡回終了 

 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 ３月 ひまわり地域文庫閉館 
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         なかよし地域文庫閉館 

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利用に関する協定」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１８年 ２月 上福岡図書館にビジネス支援コーナーを設置 

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にする 

 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 

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 

         まつぼっくり地域文庫閉館 

      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 一般映画会を開始 

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 
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 大井図書館 こどもえいが会 毎週日曜日開始 

     １２月 ボランティア団体「ふじみ野市図書館友の会」が大井図書館で発足 

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 

 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）受付を開始 

      ６月 雑誌スポンサー（個人）により４誌購入を開始 

      ９月 大井図書館 平日こどもえいが会を廃止 

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団体が応募 

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 

 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の運行開始 

 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」 

 ＰＯＰコンテスト 授賞式開催 

１１月 図書館ボランティア団体「語りの会ずくぼんじょ」が「文化ともしび賞」を受賞 

上福岡図書館 「育児コンシェルジュ」開始（毎週月～水、金曜日、午前１０時～午後２時実

施） 

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 図書館のキャラクターを作成し、その名称を市民から募集 

 上福岡図書館 学校図書館支援事業開始 福岡小、東原小、西原小 

上福岡図書館 「育児コンシェルジュ」配置日変更（毎週火～金曜日、午前１０時～午後２時

実施） 

      ７月 大井図書館の児童室に「学習支援コーナー（教科書で紹介された本）」を設置 

上福岡図書館 オンラインデータベースサービスの「日経テレコン」「ナクソス・ミュージック・

ライブラリー」提供開始 



8 

 

８月 上福岡図書館 オンラインデータベースサービスの「ジャパンナレッジ」「日経ＢＰ」提供開始 

      ９月 上福岡図書館 「公共施設予約システム」導入 

     １０月 利用者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 「ホンキーズ、ブッくん、リードさん」 

     ３月 小学校１３校にパソコン設置 

ふじみ野市立小学校図書室ＩＣＴ化事業（２０１７年度図書館振興助成金事業） 

     ４月 学校図書館支援員を小学校全校配置 

上福岡図書館 「育児コンシェルジュ」の名称を「図書館育児アドバイザー」に変更（毎週火

～金曜日、午前１０時～午後２時実施） 

１１月 第１回 調べる学習コンクール授賞式開催 

１２月 上福岡図書館 開架資料へのＩＣタグ貼付作業開始 

 ＮＰＯによる雑誌スポンサー制度終了 

平成３０年 １月 市内小学校２・４・６年生にアンケート調査を実施 

３月 上福岡図書館 オンラインデータベースサービスの「ジャパンナレッジ」「日経ＢＰ」提供終了 

     ４月 寄附金による雑誌購入開始 ３社・１年間 

      ７月 上福岡図書館 開架資料へのＩＣタグ貼付完了 

１１月 第２回 調べる学習コンクール授賞式開催 

１２月 市内中学校２年生にアンケート調査を実施 （１月回収、２月集計報告） 

令和元年  ７月 市立図書館指定管理者募集要項の公表・配布        

 ８月 応募書類締切 １団体応募 

１１月 第３回 調べる学習コンクール授賞式開催 

指定管理者候補者の選定 

 １２月 指定管理者の指定議案 議会可決 

         図書館条例の一部を改正する条例可決 集会室等の一般貸出 

令和２年  １月 コンピュータシステム更新 

小学校図書室と図書館のネットワーク一元化 

         中学校図書室に図書館検索用パソコン設置 

  ３月 市内の全保育所・幼稚園３５施設にアンケート調査を実施 

         第三次ふじみ野市立図書館サービス計画策定 

 第三次ふじみ野市子ども読書活動推進計画策定 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休館（３月４日から５月３１日まで。４月１日か

ら４月１３日および５月１８日から５月３１日の期間、予約資料受け渡し窓口を設置） 
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２ 図書館案内 

（１）施設概要 

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 ㎡ 

工 事 概 要 

建築工事 ８４０，４８０，０００円 

空調設備工事 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 
 

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 ３，６７８．８２㎡ 

建築面積 １，６０７．３１㎡ 

延床面積 ２，０９０．９２㎡ 

工 事 概 要 （郷土資料館含む） 

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（４２台） 

資料収容能力 開架８万４千冊、閉架書庫７万７千冊 
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 ★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 

ソフト ＥＬＣＩＥＬＯ 

ＭＡＲＣ ＴＲＣマーク（図書館流通センター） 

導入年月 令和２年１月 

 上 福 岡 大 井 西公民館図書室 学 校 

業務用端末 １４台 ９台 ２台 － 

業務用ノートPC ５台 ３台 － １３台 

利用者用蔵書検索端末 ６台 ２台 １台 ６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 
ＤＡＩＳＹ 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 

 
（３）各施設案内 

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

 

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三丁目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） 

 

ふじみ野市立大井図書館 

 所 在 地  埼玉県ふじみ野市大井中央二丁目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） 
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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五丁目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  毎週月曜日 

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３１年４月１日現在） 

① 上福岡図書館 

   ３７名  館長、副館長、業務責任者６名、スタッフ２９名  （学校図書館支援員を含む） 

※うち司書は２６名 

ほか 育児アドバイザー２名（派遣社員） 

② 大井図書館 

    １０名  館長(庶務係長・奉仕係長兼務)１名、副主幹１名、庶務係２名、奉仕係６名 

 ※うち司書は６名 

１２名  臨時的任用職員１２名  ※うち司書は１０名 

  ※図書館全体では職員数６１名（うち司書は４２名） 

 

（２）組織図 

                  

 

   大井図書館長兼庶務係長(１名)    庶務係（２名） 

                    大井図書館長兼奉仕係長      奉仕係（６名） 

ふじみ野市立大井図書館長     副主幹(１名) 

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（６名）     スタッフ（２９名） 

育児アドバイザー（派遣社員２名） 

ふじみ野市立図書館協議会（１０名） 



●図書館費当初予算総額 単位：千円

費　　　目 元年度 30年度 比　較 　　　　　　　備　考

 1 報酬 107 107 0
 4 共済費 443 408 35
 7 賃金 13,898 12,705 1,193
 8 報償費 818 811 7
 9 旅費 41 38 3
11 需用費 9,402 13,919 △ 4,517
12 役務費 885 875 10
13 委託料 151,989 145,303 6,686 上福岡図書館指定管理料を含む

14 使用料及び賃借料 8,430 7,253 1,177
15 工事請負費 0 24,603 △ 24,603
18 備品購入費 0 0 0
19 負担金、補助及び交付金 47 47 0
27 公課費 0 0 0
   図書館費総額 186,060 206,069 △ 20,009
   教育費総額 3,756,035 4,081,382 △ 325,347
   一般会計歳出予算総額 38,128,421 40,416,730 △ 2,288,309

【上福岡図書館】 単位：千円

費　　　目 元年度 30年度 比　較 　　　　　　　備　考

 1 報酬 0 0 0
 4 共済費 0 0 0
 7 賃金 0 0 0
 8 報償費 0 0 0
 9 旅費 0 0 0
11 需用費 1,668 6,315 △ 4,647 修繕料（吸収式冷温水機修繕ほか）

12 役務費 269 265 4
13 委託料 137,612 136,349 1,263 上福岡図書館指定管理料

14 使用料及び賃借料 584 584 0
15 工事請負費 0 0 0
18 備品購入費 0 0 0
19 負担金、補助及び交付金 0 0 0
27 公課費 0 0

総　　　　　額 140,133 143,513 △ 3,380

【大井図書館】 単位：千円

費　　　目 元年度 30年度 比　較 　　　　　　　備　考

 1 報酬 107 107 0
 4 共済費 443 408 35
 7 賃金 13,898 12,705 1,193
 8 報償費 818 811 7
 9 旅費 41 38 3
11 需用費 7,734 7,604 130 新聞含む（雑誌は指定管理者が一括購入）

12 役務費 616 610 6
13 委託料 14,377 8,954 5,423
14 使用料及び賃借料 7,846 6,669 1,177
15 工事請負費 0 24,603 △ 24,603
18 備品購入費 0 0 0 （図書資料は指定管理者が一括購入）

19 負担金、補助及び交付金 47 47 0
27 公課費 0 0 0

総　　　　　額 45,927 62,556 △ 16,629

４　令和元年度予算
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指定管理事業収支 （単位：円）

令和元年度 ）

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

150,000 事業収入 133,340 行政財産使用料 68,616 行政財産使用料 69,354

136,348,644 指定管理料 137,611,130 国庫支出金 0 国庫支出金 0

95,000 雑入 64,600 県支出金 0 県支出金 0

その他 53,549 その他 49,811

136,593,644 計 137,809,070 計 122,165 計 119,165

76,800,000 人件費 85,603,879 修繕料 5,118,300 修繕料 6,600,906

1,500,000 消耗品費 2,404,520 保険料 60,243 保険料 58,741

9,020,000 光熱水費 8,037,590 指定管理料 137,611,130 指定管理料 136,348,644

17,221,000 委託料 17,241,183 業務委託料 0 業務委託料 540,000

897,000 賃借料 865,595 土地・建物賃借料 0 土地・建物賃借料 0

1,914,000 通信費 1,926,772 その他 781,752 その他 777,806

60,000 保険料 52,366

1,800,000 修繕費 1,805,700

0 公租公課 0

22,200,000 資料費 22,431,643

207,500 その他 240,050

141,884,500 計 150,922,859 計 143,571,425 計 144,326,097

収支 △ 5,290,856 △ 13,113,789 差引 △ 143,449,260 △ 144,206,932

収入 収入

支出 支出

0 自主事業収支 0

人件費比率【人件費／指定管理者事業支出】 56.7%

支出

計

指定管理者収支（

利用料金

収入

人件費

消耗品費

歳入

歳出

その他

光熱水費

委託料

賃借料

通信費

保険料

修繕費

公租公課

資料費

事業費
（市指定事業）

4,265,000

自主事業

自主事業収支

事業収支

市の収支

年度計画額 収支実績額 令和元年度決算 平成30年度決算（前年度）

項目

事業収入

指定管理料

雑入

計

事業費
（市指定事業）

4,313,561

一般管理費
（本社経費等）

6,000,000
一般管理費
（本社経費等）

6,000,000
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５　令和元年度統計
（１）利用統計
① 貸出点数 *以下「上福岡西公民館図書室」は略して「西公民館図書室」と表記する。

一般書 児童書 ティーン 雑誌 ＣＤ カセット ＤＶＤ 朗読ＣＤ 小　計
228,305 185,562 18,098 16,138 16,851 595 5,487 1,124 472,161
134,227 128,288 7,055 16,773 8,006 428 4,770 827 300,374
58,122 21,258 3,499 1,716 2,700 92 392 168 87,947

43 9,483 24 0 0 0 0 0 9,550
0 6,977 0 0 0 0 0 0 6,977

664

420,697 351,568 28,676 34,627 27,557 1,115 10,649 2,119 877,673

※障がい者サービス貸出数664点（上福岡210点＋大井454点）は電算処理によらない統計。

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

4 29　27 38,515 26,963 2,594 3,151 2,913 121 1,111 202 75,570
5 30　29 38,588 29,249 2,453 3,193 2,690 126 1,092 236 77,627
6 29　28 38,862 33,553 2,582 3,183 2,606 128 1,093 182 82,189
7 30　28 39,062 36,433 2,911 3,099 2,508 126 1,021 229 85,389
8 30　29 40,266 33,321 3,000 3,199 2,428 108 1,019 189 83,530
9 29　27 38,329 30,584 2,488 3,088 2,538 77 956 199 78,259

10 30　28 37,488 29,990 2,483 3,170 2,251 77 902 140 76,501
11 29　28 36,820 30,524 2,326 3,127 2,506 69 872 156 76,400
12 25　24 32,444 26,073 2,212 2,850 2,284 106 733 179 66,881
1 26　25 37,337 31,428 2,482 3,191 2,265 72 806 205 77,787
2 24　23 34,816 28,840 2,361 2,872 2,259 87 866 175 72,276
3 3 　3 8,170 7,633 784 504 309 18 178 27 17,623

文庫 0 6,977 0 0 0 0 0 0 6,977
郵送 664

計 314 299 420,697 351,568 28,676 34,627 27,557 1,115 10,649 2,119 877,673

※貸出点数には団体及び他図書館への貸出を含む。　新型コロナウイルス感染拡大防止のため3/4より臨時休館。

●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 カセット ＤＶＤ 朗読ＣＤ 小　計

4 29 20,894 14,971 1,674 1,511 1,702 50 619 109 41,530
5 30 20,761 15,959 1,542 1,423 1,563 73 559 139 42,019
6 29 21,055 17,735 1,609 1,505 1,569 73 569 112 44,227
7 30 21,060 19,617 1,790 1,453 1,498 54 508 111 46,091
8 30 21,814 18,100 1,892 1,535 1,445 48 527 81 45,442
9 29 20,959 16,643 1,591 1,409 1,614 30 514 92 42,852

10 30 20,595 16,469 1,576 1,527 1,436 31 475 69 42,178
11 29 19,984 16,388 1,442 1,432 1,555 39 406 105 41,351
12 25 17,338 13,787 1,476 1,325 1,469 74 380 99 35,948
1 26 20,409 16,725 1,525 1,467 1,403 54 411 116 42,111
2 24 19,139 15,094 1,486 1,330 1,404 53 418 68 38,992
3 3 4,297 4,074 495 221 193 16 101 23 9,420

計 314 228,305 185,562 18,098 16,138 16,851 595 5,487 1,124 472,161

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

4 27 12,432 10,325 593 1,494 814 44 460 70 26,232
5 29 12,324 10,364 612 1,615 848 47 487 80 26,377
6 28 12,535 12,587 636 1,519 770 49 491 51 28,638
7 28 12,815 13,813 749 1,492 784 61 482 89 30,285
8 29 12,981 13,257 748 1,530 727 40 460 93 29,836
9 27 12,107 11,131 561 1,499 675 37 413 83 26,506

10 28 11,413 10,639 573 1,484 583 46 385 61 25,184
11 28 11,588 11,325 625 1,546 731 28 403 47 26,293
12 24 10,299 9,514 513 1,369 630 31 336 74 22,766
1 25 11,779 11,514 640 1,565 658 12 363 76 26,607
2 23 11,192 10,818 600 1,397 700 31 415 99 25,252
3 3 2,762 3,001 205 263 86 2 75 4 6,398

計 299 134,227 128,288 7,055 16,773 8,006 428 4,770 827 300,374

0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

1

0
0
0

0
1

ＤＡＩＳＹ

ＤＡＩＳＹ

ＤＡＩＳＹ

ＤＡＩＳＹ

障がい者郵送

合　　計

0
0

0

0

0

1

0

0

0

1

地域文庫

館　　名
上福岡図書館
大井図書館

西公民館図書室

移動図書館

0

0

0
0
0
0

0
0

1
0

0

0

1

0
0
0
0
0

0
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●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 カセット ＤＶＤ 朗読ＣＤ 小　計
4 25 5,189 1,666 327 146 397 27 32 23 7,807
5 27 5,497 1,670 294 155 279 6 46 17 7,964
6 26 5,265 2,051 335 159 267 6 33 19 8,135
7 26 5,184 2,031 368 154 226 11 31 29 8,034
8 27 5,471 1,963 360 134 256 20 32 15 8,251
9 25 5,257 1,997 334 180 249 10 29 24 8,080

10 27 5,475 2,044 332 159 232 0 42 10 8,294
11 26 5,244 1,779 258 149 220 2 63 4 7,719
12 22 4,804 1,777 222 156 185 1 17 6 7,168
1 23 5,143 1,962 313 159 204 6 32 13 7,832
2 21 4,482 1,764 272 145 155 3 33 8 6,862
3 2 1,111 554 84 20 30 0 2 0 1,801

計 277 58,122 21,258 3,499 1,716 2,700 92 392 168 87,947

●移動図書館・月別

月 開館日 一般書 児童書 ティーン 雑誌 ＣＤ カセット ＤＶＤ 朗読ＣＤ 小　計
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 5 6 1,256 5 0 0 0 0 0 1,267
6 6 7 1,180 2 0 0 0 0 0 1,189
7 6 3 972 4 0 0 0 0 0 979
8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9 4 6 813 2 0 0 0 0 0 821

10 5 5 838 2 0 0 0 0 0 845
11 4 4 1,032 1 0 0 0 0 0 1,037
12 5 3 995 1 0 0 0 0 0 999
1 5 6 1,227 4 0 0 0 0 0 1,237
2 5 3 1,164 3 0 0 0 0 0 1,170
3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4

計 45 43 9,483 24 0 0 0 0 0 9,550

●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 178 38 51 13 29 29 22 4 17 381

冊数 814 130 221 23 54 87 21 8 46 1,404

利用人数 390 17 12 28 119 1 19 1 376 963

冊数 1,119 33 16 61 267 2 39 0 33 1,570

利用人数 297 177 270 27 158 1 3 4 450 1,387

冊数 997 658 887 97 409 0 4 3 148 3,203

利用人数 12 7 3 4 18 75 31 11 79 240

冊数 55 20 15 18 57 277 118 23 217 800

利用人数 877 239 336 72 324 106 75 20 922 2,971

冊数 2,985 841 1,139 199 787 366 182 34 444 6,977

② 予約・リクエスト点数

8,179 2,817 794 144 452 543 10 193 19 0 13,151
6,556 2,746 727 245 247 362 0 210 13 2 11,108
2,494 380 126 33 159 60 1 13 44 0 3,310

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
57,362 20,129 7,008 12 5,284 4,257 2 1,114 41 0 95,209

74,592 26,072 8,655 434 6,142 5,222 13 1,530 117 2 122,779

※その他：図書のうち、準備中のため一般書・児童書・ティーンの種別が未確定のもの。

小　計

合　　計

朗読
CD

DAI
SY

館　　名 一般書 児童書 ティーン その他 雑誌 ＣＤ カセット ＤＶＤ

西公民館図書室

インターネット

上福岡図書館
大井図書館

移動図書館

こばと文庫

たけのこ文庫

つつじ文庫

0

0

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0

0

0

0

0
0

0

合　　計

ＤＡＩＳＹ

ＤＡＩＳＹ

文庫名

江川文庫
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③ 登録者数
新規登録者数

ふじみ野市
2,043

累計登録者数
ふじみ野市

50,087

④ 利用人数
上福岡図書館

109,174

⑤ 視聴覚ブース利用件数・人数
利用件数

Ｃ Ｄ ビデオ Ｌ Ｄ ＤＶＤ
40 630 463 1,190
42 201 175 274
82 831 638 1,464

利用人数
館　名 Ｃ Ｄ ビデオ Ｌ Ｄ ＤＶＤ

大人 35 543 429 1,044
子ども 20 269 80 338
合計 55 812 509 1,382
大人 47 199 166 186
子ども 8 64 34 169
合計 55 263 200 355
大人 82 742 595 1,230
子ども 28 333 114 507
合計 110 1,075 709 1,737

⑥ 参考調査・文献複写・情報検索用パソコン貸出件数

館　名

上福岡図書館
大井図書館
合　　　計

⑦ 夏休み期間等の学習室開放利用数
利用人数

館　名
大人
子ども
合計
大人
子ども
合計
大人
子ども
合計

127 27 312 49 2,558
富士見市 三芳町 川越市 その他 合計

2,404 661 7,694 689 61,535
富士見市 三芳町 川越市 その他 合計

合計
70,052 28,750 4,026 2,971 214,973

2,051
707

2,758

大井図書館 西公民館図書室 移動図書館 地域文庫

合 計
2,323
692

3,015

合 計

館　名
上福岡図書館
大井図書館
合　　　計

598
275
873

合　　　計
2,649
982

3,631

大井図書館

1,816
19,552 9,218 3,834

参考調査件数 文献複写件数
情報検索用

パソコン貸出件数

15,806 5,882 2,018
3,746 3,336

上福岡図書館

合　　　計
2,239

201
2,440

合 計

上福岡図書館
1,650

151
1,801

大井図書館
589
50
639
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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 ＤＡＩＳＹ 小　計

256,600 63,785 27,369 8,331 1,112 1,353 458 829 359 2 360,198

103,869 51,374 3,410 4,471 721 53 1,012 478 363 57 165,808

21,444 8,336 4,018 984 0 1 53 14 53 0 34,903

4 9,124 76 － － － － － － － 9,204

791 9,315 63 － － － － － － － 10,169

－ － － － － － － － － － 331

382,708 141,934 34,936 13,786 1,833 1,407 1,523 1,321 775 59 580,613

●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 ＤＡＩＳＹ 小　計

256,600 63,785 27,369 8,331 1,112 1,353 458 829 359 2 360,198

21,444 8,336 4,018 984 0 1 53 14 53 0 34,903

4 9,124 76 － － － － － － － 9,204

278,048 81,245 31,463 9,315 1,112 1,354 511 843 412 2 404,305

●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 ＤＡＩＳＹ 小　計

103,869 51,374 3,410 4,471 721 53 1,012 478 363 57 165,808

791 9,315 63 － － － － － － － 10,169

104,660 60,689 3,473 4,471 721 53 1,012 478 363 57 175,977

●地域文庫 内訳

一般書 児童書 ティーン 小　計

210 2,901 8 3,119

218 2,539 42 2,799

133 1,867 6 2,006

230 2,008 7 2,245

791 9,315 63 10,169

●障がい者用音訳資料

館　　名 図書 視聴覚 小　計

上福岡図書館 347,754 12,444 360,198

大井図書館 158,653 7,155 165,808

西公民館図書室 33,798 1,105 34,903

移動図書館 9,204 － 9,204

地域文庫 10,169 － 10,169

331

合　　計 559,578 21,035 580,613

障害者用音訳資料

合　　計

障がい者用音訳資料 － 331

上福岡図書館

大井図書館

西公民館図書室

地域文庫

移動図書館

大井図書館

地域文庫

江川文庫

合　　計

こばと文庫

たけのこ文庫

つつじ文庫

上福岡図書館

西公民館図書室

移動図書館

合　　計

文庫名

合　　計

上福岡図書館

大井図書館

合　計

音訳資料

25

306

331

館　名
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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

1

16

 貸出件数

 音訳図書の製作

1 タイトル

6 本

2 タイトル

2 枚

-337

合　　　　計 13,646 15,590 -1,944

大井図書館 5,671 6,008

受入点数 除籍点数 増加点数

上福岡図書館 7,975 9,582 -1,607

雑誌タイトル数 新聞タイトル数

上福岡図書館 156誌 (20誌） 25紙 (11紙）

他館への貸出 他館からの借受

全館合計 3,577 4,356

大井図書館 121誌 (21誌） 9紙 (0紙）

合　　　　計 277誌 34紙

39枚

登録人数 対面朗読

上福岡図書館
46人

(全館合計)

人

時間

大井図書館
人

時間

1ﾀｲﾄﾙ 5本

ＤＡＩＳＹ 224ﾀｲﾄﾙ 231枚

郵送貸出

大井図書館

カセット 34ﾀｲﾄﾙ 184本

ＣＤ

総数 287ﾀｲﾄﾙ 454巻数

29ﾀｲﾄﾙ

上福岡図書館

カセット

ＤＡＩＳＹ 205ﾀｲﾄﾙ 205枚

総数 206ﾀｲﾄﾙ 210巻数

大井図書館 『みんなのあんしん介護保険』
『市報ふじみ野・声の広報平成３
０年４月号～平成３１年３月号』

製作点数 製作内訳

上福岡図書館 － －

所蔵点数

カセット
テ－プ

『男はつらいよ ５』

306タイトル 854巻
ＤＡＩ
ＳＹ

25タイトル 127巻
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小鹿野町 344

ときがわ町 344

秩父市 332

嵐山町 320 ときがわ町 10.94

宮代町 317 小川町 9.48

幸手市 310 鳩山町 9.14

小川町 294 宮代町 7.68

三芳町 293 三芳町 7.20

吉見町 282 越生町 7.15

寄居町 275 鶴ヶ島市 6.79

美里町 270 毛呂山町 6.64

北本市 255 秩父市 6.61

川島町 251 横瀬町 6.14

志木市 235 川島町 5.84

毛呂山町 234 嵐山町 5.80

越生町 233 東秩父村 5.79

鳩山町 222 さいたま市 3,553,474 吉川市 5.79 三芳町 10.32

さいたま市 124,490 桶川市 218 川口市 1,293,083 寄居町 5.74 宮代町 7.91

川口市 84,125 鴻巣市 216 所沢市 986,932 小鹿野町 5.70 ふじみ野市 7.28

越谷市 47,531 東松山市 210 川越市 815,254 滑川町 5.50 白岡市 7.01

所沢市 40,419 和光市 207 春日部市 695,486 加須市 5.25 鶴ヶ島市 6.83

新座市 32,079 杉戸町 202 越谷市 662,008 吉見町 5.22 さいたま市 6.60

久喜市 29,172 蕨市 202 狭山市 647,377 ふじみ野市 4.96 さいたま市 8,669,556 寄居町 6.52

上尾市 28,071 新座市 195 加須市 581,093 杉戸町 4.75 川口市 2,498,124 鳩山町 6.34

狭山市 27,799 久喜市 193 草加市 579,735 東松山市 4.47 越谷市 1,672,221 東松山市 6.30

草加市 25,881 白岡市 192 上尾市 568,256 狭山市 4.35 所沢市 1,508,538 小川町 6.18

鴻巣市 25,244 富士見市 189 ふじみ野市 559,578 美里町 4.06 川越市 1,340,443 鴻巣市 6.15

戸田市 24,940 狭山市 187 入間市 554,209 志木市 4.04 上尾市 1,030,052 富士見市 6.04

朝霞市 23,999 羽生市 186 朝霞市 519,673 飯能市 3.98 春日部市 930,176 毛呂山町 6.04

熊谷市 23,098 伊奈町 179 久喜市 479,378 蓮田市 3.86 朝霞市 825,796 桶川市 6.03

川越市 21,623 戸田市 176 鶴ヶ島市 476,061 入間市 3.79 ふじみ野市 820,990 吉川市 5.81

富士見市 20,889 滑川町 175 三郷市 472,786 行田市 3.76 新座市 806,153 朝霞市 5.78

春日部市 20,608 本庄市 172 熊谷市 440,462 富士見市 3.74 久喜市 778,791 嵐山町 5.21

秩父市 19,860 朝霞市 168 新座市 437,792 幸手市 3.69 草加市 765,770 久喜市 5.16

東松山市 19,316 吉川市 166 鴻巣市 424,928 上里町 3.66 狭山市 763,840 杉戸町 5.16

志木市 17,681 八潮市 160 吉川市 415,883 朝霞市 3.64 入間市 754,987 入間市 5.16

ふじみ野市 17,573 鶴ヶ島市 156 深谷市 414,845 鴻巣市 3.63 鴻巣市 719,543 狭山市 5.13

和光市 17,407 加須市 156 東松山市 412,134 日高市 3.46 熊谷市 713,460 志木市 5.01

加須市 17,316 ふじみ野市 156 富士見市 412,111 三郷市 3.33 三郷市 697,988 幸手市 4.99

入間市 16,788 上里町 155 秩父市 395,199 八潮市 3.28 富士見市 666,081 飯能市 4.97

北本市 16,687 坂戸市 143 戸田市 388,330 羽生市 3.27 東松山市 580,646 北本市 4.95

県内平均 16,515 県内平均 142 県内平均 371,538 県内平均 3.19 県内平均 577,201 県内平均 4.95

桶川市 16,156 川口市 141 飯能市 316,382 久喜市 3.18 加須市 538,713 三郷市 4.92

幸手市 15,654 越谷市 137 坂戸市 310,788 桶川市 3.12 深谷市 537,498 新座市 4.90

蕨市 15,151 日高市 137 八潮市 305,532 坂戸市 3.07 鶴ヶ島市 478,747 加須市 4.86

八潮市 14,922 飯能市 134 志木市 303,517 春日部市 3.03 桶川市 447,846 越谷市 4.83

坂戸市 14,477 上尾市 124 行田市 296,652 長瀞町 3.03 吉川市 417,631 上尾市 4.55

深谷市 13,573 熊谷市 119 三芳町 276,968 本庄市 3.02 坂戸市 409,299 蓮田市 4.53

本庄市 13,202 所沢市 118 小川町 273,906 伊奈町 2.98 戸田市 402,243 日高市 4.45

三郷市 12,479 神川町 118 宮代町 262,247 深谷市 2.93 三芳町 396,833 滑川町 4.43

吉川市 11,938 入間市 115 蓮田市 236,897 所沢市 2.89 飯能市 395,470 所沢市 4.42

三芳町 11,258 横瀬町 114 毛呂山町 236,448 戸田市 2.73 八潮市 388,872 上里町 4.41

鶴ヶ島市 10,960 草加市 103 本庄市 232,664 さいたま市 2.70 志木市 377,110 ときがわ町 4.30

宮代町 10,818 蓮田市 100 桶川市 232,018 神川町 2.69 白岡市 365,203 川口市 4.20

飯能市 10,684 深谷市 96 和光市 216,639 新座市 2.66 和光市 334,346 羽生市 4.19

羽生市 10,000 さいたま市 95 杉戸町 209,026 北本市 2.64 北本市 324,104 八潮市 4.18

白岡市 9,999 春日部市 90 日高市 190,733 白岡市 2.58 蕨市 284,318 春日部市 4.05

杉戸町 8,902 三郷市 88 蕨市 189,404 和光市 2.58 本庄市 278,427 坂戸市 4.05

寄居町 8,876 東秩父村 85 幸手市 186,088 皆野町 2.57 蓮田市 278,370 伊奈町 3.98

小川町 8,487 行田市 85 寄居町 185,673 蕨市 2.53 宮代町 270,219 和光市 3.98

毛呂山町 8,336 川越市 61 羽生市 175,590 上尾市 2.51 幸手市 251,966 越生町 3.92

伊奈町 8,074 皆野町 42 北本市 172,688 草加市 2.31 日高市 245,111 蕨市 3.79

日高市 7,533 松伏町 17 白岡市 134,498 川越市 2.30 行田市 230,080 深谷市 3.79

行田市 6,698 長瀞町 10 伊奈町 134,088 熊谷市 2.27 杉戸町 227,293 川越市 3.78

蓮田市 6,152 鳩山町 123,686 川口市 2.17 羽生市 224,877 熊谷市 3.67

嵐山町 5,761 ときがわ町 116,115 越谷市 1.91 毛呂山町 215,026 本庄市 3.62

吉見町 5,173 川島町 114,340 松伏町 1.40 寄居町 210,599 秩父市 3.47

川島町 4,905 上里町 110,037 秩父市 207,412 川島町 3.18

上里町 4,649 滑川町 107,952 伊奈町 179,451 草加市 3.05

小鹿野町 3,758 嵐山町 104,392 小川町 178,550 小鹿野町 3.05

ときがわ町 3,648 吉見町 95,941 上里町 132,471 行田市 2.92

滑川町 3,430 越生町 79,151 嵐山町 93,809 戸田市 2.83

鳩山町 3,000 小鹿野町 62,291 滑川町 86,991 横瀬町 2.82

美里町 2,939 横瀬町 49,121 鳩山町 85,841 吉見町 2.64

越生町 2,579 美里町 44,086 川島町 62,289 美里町 1.78

神川町 1,558 松伏町 40,144 吉見町 48,543 神川町 1.44

横瀬町 911 神川町 35,371 ときがわ町 45,632 東秩父村 1.02

松伏町 499 皆野町 24,231 越生町 43,431 松伏町 0.81

皆野町 399 長瀞町 20,507 小鹿野町 33,287 皆野町 0.47

東秩父村 220 東秩父村 14,991 松伏町 23,323 長瀞町 0.20

長瀞町 71 横瀬町 22,527

美里町 19,305

神川町 18,951

皆野町 4,471

東秩父村 2,647

長瀞町 1,352

　　 ◆各項目のデータは「令和２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』（令和2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」は令和元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」を計上しているため、「人口１人当たりの貸出冊数」の項目の数値は、各自治体の厳密な人口比となっていないので留意されたい。

（５）令和元年度　市町村図書館活動調査結果一覧

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

※「令和２年度埼玉の公立図書館」（埼玉県図書館協会 令和２年１０月

　　発行） から転載し、「ふじみ野市」を強調。
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 ６　令和元年度活動報告
（１）一般奉仕事業

参加人数 月日(回数)

7店舗

80人

102人

72人

54人

100人

25人

一般映画会
参加者
合計

644人

毎月1回
原則

第2木曜日の
翌日の金曜日
（11回）

上福岡図書館まつり
　（第21回）

11月2日(土)
（第21回）

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配布しました。

フリーマーケット
市民出店のフリーマーケット。雑貨、衣類等の販売。

16ミリフィルムおよびDVDによる大人向け映画の上映。上映
前に「ふじみんぴんしゃん体操」の体験会をボランティア
普及員の協力を得て、6月から偶数月は大井図書館、奇数月
は上福岡図書館で実施。
　4月12日　鉄道員（ぽっぽや）　＊　98人
　5月10日　泥棒と殿様／紬織　＊　76人
　6月14日　夏の庭　100人
　7月12日　BALLAD（バラッド）名もなき恋のうた　70人
　8月 9日　劇団四季ミュージカル「南十字星」　82人
　9月13日　TOKYO1964 東京オリンピック開催に向かって
　　　　　 Vol.1　41人
 10月11日　TOKYO1964 東京オリンピック開催に向かって
　　　　　 Vol.2　10人
 11月15日　パパはわるものチャンピオン　49人
 12月13日　映像で学ぶ「野菜づくりのコツと裏ワザ」
　　　　　 （DVD上映と解説）講師：農文協普及局 齋藤辰
　　　　　 徳氏　20人

バルーンアートショー
バルーンアーティスト渡辺由以子さんによるバルーンアー
トショー。

展示
・郷土展示「徳川家康と鷹狩り」
・「第3回ふじみ野市図書館を使った調べる学習コンクー
　ル」作品展示
・障がい者サービス用資料紹介

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を設置。
デモンストレーションでは、延べ102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。

おはなしフェスタ
バルーンアーティスト渡部由以子さんとの協働により、バ
ルーンアートの実演を交えながら、紙しばい、手遊び歌、
パネルシアター等を行いました。

福岡中学校吹奏楽部コンサート
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生徒
さんによる演奏でした。

「第3回ふじみ野市図書館を使った調べる学習コンクール」
表彰式
教育長賞3人、図書館長賞3人、優秀賞5人、佳作6人、審査
員特別賞1人の計18人の入賞者に対して、教育長から表彰状
が授与されました。

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の貸出を行いました。

内　容事業名

上
福
岡

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」、「おおい作業所」、「図書館ボランティア友の会」
がパンや綿あめ、蜜蝋製品等を販売しました。
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参加人数 月日(回数)

一般映画会

おりがみ教室 179人
毎月1回
第4日曜日
（11回）

アーチェリー平澤奈古選手
講演会

30人
　

7月21日(日)

上福岡西公民館まつり
おはなし会

24人
9月7日(土)
9月8日(日)

郷土歴史講座「徳川家康と
鷹狩り」

107人 11月17日(日)

大人のための朗読会 25人 12月7日(土)

スマホ・ケータイ安全講座 16人 1月16日(木)

日本経済新聞の読み方講座 17人 1月25日(土)

74人

93人

159人

136人

18人

65人

8店舗

200人

アーチェリー選手平澤奈古さんがパラリンピックへの挑戦
を通じて得られた「チャレンジする楽しさ」「体を動かす
喜び」について語りました。

大井図書館まつり
　（第10回）

10月6日(日)
（第10回）

語りの会
語りの会「ずくぼんじょ」の語りの会を行いました。

英語のおはなし会
「クマさん文庫」のおはなし会を行いました。

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20分の見学
を2回行いました。

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。

人形劇
「たけのこ文庫」の人形劇を行いました。

大井王
ふじみ野クイズクラブ「ふじＱ」によるクイズ大会を行い
ました（クイズ参加者30人）。

　1月10日　古今亭文菊「れふかだ落語会」　52人
　2月 7日　島だって夢を見る　46人
　3月は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
（＊は県立図書館所蔵16ミリフィルム、他は所蔵DVD）

毎月第4日曜日「こどもえいが会」の前に、1階フロアに特
設コーナーを設置し、おりがみの折り方を指導しました。

朗読サークル「朗読ともしび」と「こもれびの会」のみな
さんが3作品を朗読しました（朗読作品：「上山」坂口和子
／著、「捨て子稲荷」半村良[ほか]／著、「こがね丸」巖
谷小波／著）。

日本経済新聞社販売局第3部次長の山口修一氏を講師に迎
え、「日本経済新聞の読み方講座」を開催しました。講座
では、実際に日本経済新聞を手に取りながら、紙面の仕組
みや記事の読み方、情報の捉え方・使いこなし方等につい
て説明しました。

上福岡西公民館まつりに、上福岡西公民館図書室として参
加しました。当日は、リサイクル本約130冊を利用者に提供
した他、特設テントにて「おはなし会」を開催しました。

ふじみ野市文化財保護審議会会長の松尾鉄城氏を講師に迎
え、郷土歴史講座を開催しました。鷹狩りの際、休憩の場
となった「権現山」や家康の健康法にも触れながら、「徳
川家康と鷹狩り」について解説しました。

NTTドコモ スマホ・ケータイ安全教室インストラクターの
上島氏が、スマホ・ケータイのある生活を楽しむための方
法や、トラブルに巻き込まれないようにするための注意点
等について講義しました。

内　容

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。

図書館友の会のコーナー
　ヨ－ヨ-釣り
　輪投げ
　ぬりえ
　中古図書販売

フリーマーケット

事業名

上
福
岡

大
井

21 



参加人数 月日(回数)

一般映画会
参加者
合計

425人

毎月1回
原則

第2木曜日
（11回）

お楽しみマジックショー 248人
偶数月

第2日曜日
（5回）

パソコン相談室 289人
毎週水曜日
（44回）

パソコン講習会 7人
11月21日(木)
11月22日(金)

（2回)

（２）児童奉仕事業

参加人数 月日(回数)

おはなし会 2,972人
毎週水･金曜日

（89回）

子どもおはなし会 257人
第2日曜日
（10回）

上福岡西公民館図書室おは
なし会

22人
第2木曜日
（5回）

こども読書の日スペシャル
おはなし会

50人 4月20日(土)

こわ～いおはなし会 57人 8月13日(火)

秋のスペシャルおはなし会
「Let's Enjoy English!」

41人 9月23日(祝)

クリスマススペシャルおは
なし会

172人 12月21日(土)

こどもえいが会 1,634人
毎週日曜日
（45回）

大
井

上
福
岡

上福岡西公民館で、小学生以上の児童を対象に、絵本の読
みきかせ等を実施しました。

「はじめてのインターネット講習会」を開催し、インター
ネットブラウザの基本操作やホームページの見方、図書館
のホームページの便利な使い方をご紹介しました。講師は
図書館職員が行いました。

元子ども英語教室講師の瀬戸真弓さんによる英語を使った
おはなし会。英語の絵本の読みきかせ、マザーグースの
歌、英語のクイズ等を実施しました。

事業名

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。
（応対はボランティア団体「図書館友の会」）

子どもから大人まで楽しめるマジックショーを開催しまし
た。
出演：大井奇術団
4月14日、6月9日、8月11日、12月6日、2月9日

事業名 内　容

16ミリフィルムおよびDVDによる大人向け映画の上映。（上
福岡図書館で上映したものと同じ作品）
　4月11日　鉄道員（ぽっぽや）　52人
　5月 9日　泥棒と殿様／紬織　47人
　6月13日　夏の庭　48人
　7月11日　BALLAD（バラッド）名もなき恋のうた　34人
　8月 8日　劇団四季ミュージカル「南十字星」　44人
　9月12日　TOKYO1964 東京オリンピック開催に向かって
　　　　　 Vol.1　32人
 10月10日　TOKYO1964 東京オリンピック開催に向かって
　　　　　 Vol.2　32人
 11月14日　パパはわるものチャンピオン　29人
 12月12日　映像で学ぶ「野菜づくりのコツと裏ワザ」
　　　　　 （DVD上映と解説）講師：農文協普及局 齋藤辰
　　　　　 徳氏　28人
　1月 9日　古今亭文菊「れふかだ落語会」　31人
　2月 6日　島だって夢を見る　48人
　3月は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

子ども向け映画の上映。

内　容

0歳以上の子どもたちを対象に、絵本、紙しばい等の読みき
かせ、手遊び歌、エプロンシアター等を実施しました。

3歳以上の子どもたちを対象に、絵本の読みきかせ等を実施
しました。

「かこさとしの世界へ～だるまちゃんと遊ぼう」と題し
て、「だるまちゃんとてんぐちゃん」等の読みきかせの
他、歌やダウトゲーム、だるまさんがころんだゲーム等を
実施しました。参加者には、手作りの「読書通帳」をプレ
ゼントしました。

怖い絵本、紙しばいの読みきかせ等を行った他、「おばけ
の消える本」（紙の端と端を引っ張るとおばけの絵が消え
るしかけ本）を作りました。

手遊び歌、クリスマスの本の読みきかせに加え、ピアノ、
トランペット、ギター、ウクレレの生演奏でクリスマスの
歌をみんなで歌った他、最後はサンタさんから子どもたち
にプレゼントを配りました。
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参加人数 月日(回数)

こどもの読書週間企画
「シールを集めてクジを引
こう！」

115人
4月22日(月)～
5月12日(日)

手ぶくろ人形を作ろう！ 14人 6月29日(土)

図書館見学 224人 7～11月

調べる学習講座 118人

7月18,20,21,
26,27,28日
8月2,3,4日
（9回）

調べる学習講座
（福岡小学校）

4年生
　84人
5年生

　115人

6月26日(水)
6月27日(木)
1月22日(水)
1月23日(木)

子ども司書講座
1日目3人
2日目4人

7月30日(火)～
7月31日(水)

夏休みこども工作教室 28人
8月10日(土)
午前・午後（2

回）

ぬいぐるみおとまり会 23人
2月16日(日)～
2月23日(日)

132人
第2土曜日
（11回）

271人
第4木曜日
（10回）

925人
第1,2,3,5木曜
日毎週火曜日
（79回）

68人 8月25日(日)

92人

5月2日(祝)
7月23日(火)
12月24日(火)

（3回）

こどもえいが会 603人
毎週日曜日
（43回）

こわい映画会 37人 8月25日(日)

特別えいが会 42人
夏休み期間
（3回）

図書館見学 411人 6～12月

上
福
岡

大
井

事業名

おはなし会

子どもたちが大切にしているぬいぐるみを、図書館で1週間
お預かりしました。子どもたちのもとへ帰す「おむかえの
会」では、おとまり中の様子をスライドショーで上映した
他、子どもたちには「ぬいぐるみのおすすめ本」の紹介と
併せ、おとまり中の写真を収録した「思い出ノート」をプ
レゼントしました。

ペットボトルを利用した「空気砲」を作り、その後、その
「空気砲」を使って射的遊びを行いました。

「こどもの読書週間」をはさんだ期間中に、子どもの本を
借りてシールを集めるとクジ（景品付）が引けるイベント
を開催しました。

小中学生と一緒に、手ぶくろを使って「いぬ」や「うさ
ぎ」の顔のついた「手ぶくろ人形」を作りました。

内　容

「図書館を使った調べる学習コンクール」への取り組みの
ポイントを、「テーマの決め方・調べ方」「調べたことの
まとめ方」「調べる学習上級編」の3つの段階に分け、それ
ぞれについて「大井図書館」「上福岡図書館」「東台小学
校」の3会場で説明しました。

2校（上野台、駒西）の小学校2年生が総合学習の一環とし
て図書館見学を行いました。他にも1校（福岡）の小学校2
年生の施設訪問もありました。

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）

小学生以上対象「おはなしクマさん」

子ども向けの映画会（暗闇おはなし会と同日開催）

上記の「調べる学習講座」とは別に、福岡小学校の4,5年生
に「図書館を使った調べる学習コンクール」への取り組み
のポイントを、図書館の使い方と併せて説明しました。

小学4～5年生を対象に子ども司書講座を開催しました。3人
が全日程に参加し、図書館の基礎知識を学ぶとともに、さ
まざまな図書館業務を体験しました。

子ども向けの映画会

図書館主催おはなし会

3校(鶴ヶ丘、西原、亀久保)の小学校3年生が総合学習の一
環として図書館見学を行いました。他に4校（大井、西原、
亀久保、三角）の小学2年生の施設訪問もありました。

「暗闇おはなし会」

「英語のおはなし会」

子ども向けの映画会
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参加人数 月日(回数)

夏休みおはなし会 15人 7月26日(金)

ダンボールクラフト教室 15人 7月30日(火)

工作教室 26人
7月31日(水）

 （2回)

平和を考えるおはなしとえ
いが会

51人 8月11日(日)

読み聞かせ入門講座 14人 10月11日(水)

図書館ボランティア
育成講座

12人
10月18日・11
月1日・15日
（水・全3回）

大人のためのお話会 61人 11月30日(金)

ぶんこのつどい 68人 1月26日(日)

（３）障がい者サービス

参加人数 月日(回数)

障がい者支援入門講座 19人 11月12日(火)

対面朗読サークル見学会 3人 12月4日(水)

音訳者養成講座
「DAISY技術講習会」

7人
6月5日(水)
6月19日(水)
（全2回）

 障がい者支援入門講座
「朗読の読みの調査法」

受講者2人
音訳者3人
職員4人

1月31日(金)

（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生徒を受け入れ、図書館の仕事を体験してもらいました。

日　数 人数

10月23日～10月25日 3日間 5人

11月6日～11月8日 3日間 3人

事業名 内　容

大
井

大
井

墨字の図書等を読むことが困難な方への支援のための、録
音図書作成技術を習得したボランティアを養成するための
講座。
講師：中原幸子氏（埼玉県立図書館朗読者・朗読講師）

墨字の図書等を読むことが困難な方への支援のためのボラ
ンティアの入門講座。
講師：大井図書館障がい者サービス担当

事業名 内　容

日本図書館協会障害者サービス委員会委員長の佐藤聖一氏
を講師に迎え、図書館のボランティア活動に興味のある方
を対象に「障がい者支援入門講座」を開催しました。

障がい者サービスに興味のある方を対象に、「対面朗読
サークル『朗読ともしび』見学会」を開催しました。3人の
方が「朗読ともしび」のメンバーによるカセットテープへ
の吹き込み等、サークル活動の様子を見学しました。

語りの会「ずくぼんじょ」が大井中央公民館で大人を対象
に語りをしました。

「図書館友の会」と社会体験研修中の教員にも協力いただ
き、「いろがかわるふしぎなカード」を制作しました。

語りの会「ずくぼんじょ」と共催で小学生対象のおはなし
会を実施しました。

埼玉県立ふじみ野高校

中学・高等学校名

5歳のときに、神戸で空襲にあった井戸和子さん（読み聞か
せボランティア）が戦争体験を語りました。おはなしの後
に、映画「8月9日長崎」を上映しました。

内　容

上
福
岡

時　期

ティ－ンコ－ナ－等に設置しているメッセ－ジボックスに投函されたイラストを、
メッセ－ジボ－ドに貼り出しました。13通の投函がありました。

事業名

Message Box

Hondaオリジナルのダンボールクラフトで本田ジェットを作
りました。

葦原中学校

地域文庫と共催のこども向け行事。よみきかせ、人形劇、
影絵、劇、手遊び歌などを実施しました。

幼稚園や小学校などで読み聞かせ活動をしている方を対象
に講座「さあ始めよう！読み聞かせ」を開催しました。講
師は図書館職員が務めました。

絵本の選び方、読み方など読み聞かせの技術についての初
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）

上
福
岡
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日　数 人数

11月6日～11月8日 3日間 1人

11月26日～11月28日 3日間 4人

1月15日～1月17日 3日間 3人

1月28日～1月30日 3日間 3人

10月16日～10月18日 3日間 2人

10月21日～10月25日 4日間 4人

11月6日～11月8日 3日間 4人

11月26日～11月28日 3日間 4人

12月3日～12月5日 3日間 2人

1月15日～1月17日 3日間 4人

1月22日～1月24日 2日間 3人

1月28日～1月30日 3日間 4人

（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

9月5日～9月9日 5日間 1人

9月5日～9月8日
9月10日～9月11日

6日間 1人

8月6日 1日間 2人

8月7日～8月26日 10日間 1人

8月7日～8月26日 10日間 2人

※ブックスタート

回　数 人数

通年
（各月1回）

12回 392人

通年
（隔月1回）

5回 70組

大
井

通年
（各月1回）

12回 392人

東洋大学　インターンシップ
（社会実習）

大井中学校

大井東中学校

大井西中学校

赤ちゃん学級
保健センターで生後2～3か月の赤ちゃん
とお母さんに図書館と赤ちゃん絵本の紹
介

上
福
岡

時　期

時　期

上
福
岡

市内高等学校教諭
(初任者研修民間企業等体験研修)

大
井

葦原中学校

花の木中学校

対象（事業名）

福岡中学校（特別支援学級1年生）

花の木中学校

大井東中学校

福岡中学校

城西大学　インターンシップ
（社会実習）

跡見学園女子大学　インターンシップ
（社会実習）

時　期 中学・高等学校名

上
福
岡

文京学院大学　インターンシップ
（社会実習）

埼玉県立ふじみ野高校

会　場　・　内　容

ブックスタート
保健センターで10か月児相談時に図書館
利用案内の配付、絵本のよみきかせ等を
実施

ブックスタート
保健センター分室で10か月児相談時に図
書館利用案内の配付、絵本のよみきかせ
等を実施

大
井

福岡中学校

大井西中学校(特別支援学級2年生）
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回　数 人数

大
井

通年
（隔月1回）

3回 親子75人

※出張おはなし会

会　場 参加者

上
福
岡

2月20日 霞ヶ丘保育所 100人

6月10日 大井小学校放課後子ども教室 30人

8月7日 児童デイサービスたんぽぽ 10人

9月26日 大井保育所 100人

10月2日
鶴ヶ丘小学校放課後子ども教
室

40人

10月10日 福岡小学校放課後子ども教室 45人

12月11日 駒西小学校放課後子ども教室 10人

会　場 参加者

10月10日 介護予防センター 8人

11月12日 上野台子育て支援センター 親子24人

1月14日 上野台子育て支援センター 親子12人

2月6日 みほの幼稚園 親子20人

5月21日 亀久保小学校ＰＴＡ 22人

11月26日 大井子育て支援センター 親子20人

1月16日 大井子育て支援センター 親子4人

1月25日 子どものその 20人保護者を対象とした絵本講座

おはなし会（読み聞かせボランティア
「クマさん文庫」協力）

おはなし会（読み聞かせボランティア
「クマさん文庫」協力）

おはなし会（読み聞かせボランティア
「クマさん文庫」協力）

おはなし会（読み聞かせボランティア
「クマさん文庫」協力）

お誕生会

赤ちゃん学級
保健センター分室で生後2～3か月の赤
ちゃんとお母さんに図書館と赤ちゃん絵
本の紹介

時　期 会　場　・　内　容

大
井

時　期

上
福
岡

大
井

介護予防センターの利用登録者を対象と
した「読み聞かせ講座」

事　業　・　内　容

※出張講座

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

絵本講座（０、１歳児対象）

時　期

絵本講座（２歳以上対象）

事　業　・　内　容

おはなし会（読み聞かせボランティア
「クマさん文庫」協力）

入園前の親子を対象とした「読み聞かせ
講座」

誕生日会

親子のための絵本講座
（2歳児以上の親子対象）

親子のための絵本講座
（0・1歳児の親子対象）
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（７）テーマ展示

一般展示

図書館独自の企画に加えて、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も実施しました。（ミニ展

示を含め年8回）

4月1日～4月22日

4月1日～4月30日

4月1日～4月30日

4月1日～4月30日

4月23日～5月13日

5月1日～5月31日

5月14日～5月31日

6月1日～6月11日

6月1日～6月30日

6月12日～6月30日

7月1日～7月31日

8月1日～8月18日

8月1日～8月31日

9月1日～9月14日

9月1日～9月30日

9月1日～9月30日

9月15日～9月30日

10月1日～10月31日

10月1日～10月31日

11月1日～11月15日

11月1日～11月19日

11月1日～11月30日

11月17日～12月15日

11月20日～12月12日

12月13日～12月26日

1月5日～1月31日

2月1日～2月29日

2月1日～2月29日

3月1日～3月3日

3月1日～3月3日

3月1日～3月3日

4月2日～4月15日

4月16日～5月15日

5月16日～5月30日

5月31日～6月13日

6月14日～7月1日

7月2日～7月29日

7月30日～8月26日

8月27日～9月23日

9月24日～10月21日

大
井

展示期間

ひとときのリラックスをどうぞ 新生活で、まいにち緊張し
ているあなたへ

保健センター

食べる力を育てよう～６月は食育月間

お江戸の生活事情

戦争を想う～平和と戦争について考える本

市民総合相談室

保健センター

長持ちさせる「こつ」と「わざ」

いじめを考える本～いじめ撲滅強調月間

我慢しない見過ごさない「DV（ドメスティック・バイオレ
ンス）」～女性に対する暴力をなくす運動

みんなが選んだ「ふじみん」のおすすめ本２０１８～２０
１９

ティーンエイジコーナー大特集！

保健センター

協力先

新聞連載小説

俳句・川柳～つくって楽しむ、読んで楽しむ

いつまでも歯を大切に～歯と口の健康週間

街さんぽ日帰り旅

その日の前に備えよう～防災グッズの点検と確認を！

歯と口の健康習慣

男女共同参画週間「わたしの人生わたしがつくる」

いろ鳥どり

暑い夏をのりきろう！

健康増進普及月間「１に運動２に食事　しっかり禁煙　最
後にクスリ　健康寿命の延伸」

自分らしく生きる～男女共同参画週間

夏休み～何する？どこ行く？

おいしい小説・おいしいエッセイ

万葉の世界を楽しむ～１１月１日は古典の日

２０２０年 新しいことはじめよう

警察小説

東日本大震災～９年

暮らしに花を

がん検診受信率５０％達成に向けたキャンペーン「がんを
知ろう 早期発見・早期治療を目指して」

「発達障害」って何だろう

展 示 テ ー マ

人付き合いのヒント

生物多様性ってなに？

インテリア＆整理・収納

考えてみよう健康生活～健康増進普及月間

認知症を知る～アルツハイマー月間

新年を迎える準備

知っておきたいがんのこと～がん検診を受けましょう

日記を書く 日記を読む

「いのち」について考える～自殺対策強化月間

新生活のおてつだい

保健センター

保健センター

保健センター

上
福
岡

保健センター

市民総合相談室

保健センター

子育て支援課

市民総合相談室人権推進
係

こどもの読書週間「ドは読書のド」
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10月22日～11月4日

11月5日～12月2日

12月3日～1月6日

1月7日～2月3日

2月4日～3月2日

3月3日～3月3日

4月1日～4月9日

4月1日～4月9日

4月1日～4月14日

4月1日～4月30日

4月1日～4月30日

4月1日～4月30日

4月1日～4月30日

4月1日～3月3日

4月1日～3月3日

4月2日～7月9日

4月10日～4月30日

4月10日～4月30日

4月12日～5月5日

4月16日～5月5日

4月16日～6月16日

4月24日～5月12日

5月1日～5月31日

5月1日～5月31日

5月1日～5月31日

5月1日～5月31日

5月1日～6月30日

6月1日～6月30日

6月1日～6月30日

6月1日～6月30日

6月1日～6月30日

6月1日～8月31日

6月18日～9月15日

6月28日～8月4日

7月1日～7月31日

7月1日～8月2日

7月1日～8月31日

7月1日～8月31日

7月1日～8月31日

7月1日～9月6日

7月8日～8月31日

7月18日～9月25日

8月1日～8月31日

展示期間

ミニ展示

身につけておきたいビジネススキルの本

ふじみんの今週のおすすめ本

女性に対する暴力をなくす運動月間「ＤＶについて知って
ください」

環境問題について考えてみる

知っているようで知らない埼玉の歴史

ひまわりの太陽（飾り付け）

できる！自由研究～自由研究アイデアシート

郷土展示 青木謙知

かぶと（兜）（飾り付け）

新緑（飾り付け）

こいのぼり（飾り付け）

埼玉県が舞台の作品

展 示 テ ー マ

昭和の文化人

宇宙を感じる本

業界・職業本特集～気になる業界・仕事について知ろう

富士山と桜（飾り付け）

りんごの棚

大人も楽しめる児童書特集

協力先

協力先

本屋大賞を予想しよう！～大賞はどの作品に

祝 入園・入学おめでとう

市民総合相談室人権推進
係

年末年始に役立つ本

化学道１００冊

書評に載った本　２０１９

自殺対策強化月間「誰も自殺に追い込まれることのない社
会」へ

保健センター

展 示 テ ー マ

１１月１日は古典の日です(万葉集・和歌）

おでかけ埼玉

ベストセラーで振り返る平成

お花見へ行こう！

新元号「令和」

花～育てる・飾る・読む

本屋大賞決定！

天気・気象

古代史の世界

楽譜

課題図書・夏休みすいせん図書

たなばた（飾り付け）

PARA-SPORTS & ATHLETE（パラ・スポーツとアスリート）

郷土展示 嶋田忠 社会教育課

自由研究と工作の本

ビジネス書大賞受賞作・ノミネート作品

図書館を使った調べる学習コンクール入賞作品

夏休みのおすすめ本

ふじみ野市周辺のお祭り

展示期間

大
井

上
福
岡
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9月1日～9月30日

9月1日～9月30日

9月1日～9月30日

9月1日～10月31日

9月1日～11月30日

9月17日～11月17日

9月26日～12月4日

10月1日～10月31日

10月1日～10月31日

10月1日～10月31日

10月29日～11月4日

11月1日～11月30日

11月1日～11月30日

11月1日～11月30日

11月1日～12月23日

11月2日～11月29日

11月2日～12月26日

11月19日～12月25日

11月19日～12月26日

12月1日～12月26日

12月1日～12月26日

12月1日～12月26日

12月1日～12月26日

12月5日～3月3日

12月17日～12月22日

12月24日～1月31日

1月5日～1月31日

1月5日～1月31日

1月5日～1月31日

1月5日～1月31日

1月5日～1月31日

1月5日～2月16日

1月24日～3月3日

2月1日～2月29日

2月1日～2月29日

2月1日～2月29日

2月1日～2月29日

2月1日～3月3日

2月22日～3月3日

3月1日～3月3日

3月1日～3月3日

4月16日～4月30日

5月1日～5月15日

5月16日～5月30日

5月31日～6月13日

6月14日～7月1日

7月2日～7月15日

7月16日～7月29日

本屋大賞を予想しよう

富士山と桜・菜の花（飾り付け）

地図と地名の本 見てるだけでおもしろい？

郷土展示 徳川家康

御朱印を始めませんか？

これからの生き方・働き方を考える本

郷土展示 辻堂魁

パンとこなのおやつ

徳川家康

農業全書

難しいかと敬遠しがちですが実は面白い！ 経済書特集

太陽と秋（飾り付け）

ふじみんを応援しよう！

昔話を読もう

模様と文様

バリアフリーの本～見て・聴いて・さわって

日本のかっこいい建築物

動物たちの知られざる生態

宮沢賢治

徳川家康と鷹狩り

図書館を使った調べる学習コンクール入賞作品

クリスマスツリー（飾り付け）

クリスマス（窓飾り）

外国語の絵本

古今東西 歴史を愉しむ

近未来

富士山と雪だるま（飾り付け）

ふじみ野市の著名人紹介

本の福袋

情報を活かす！～情報の集め方・活用法

パソコン・スマホ・インターネットの使い方&セキュリティ

鍋料理&スープ

埼玉にゆかりある人物

科学道１００冊

展 示 テ ー マ 協力先展示期間

おでかけさいたま

たべもののえほん

猫の日（２０２０年２月２２日）

仕事のあれこれ

２０１９年に入ったビジネス書特集

考える、伝える。

○○力の本

郷土展示 太田光

身近な美 楽しもう

デジタルな社会

日本の世界遺産

６月は食育月間 保健センター

思い出の鳥たち 嶋田忠写真展 社会教育課

なおしてつかう

上
福
岡

大
井
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7月30日～8月12日

8月13日～8月26日

8月27日～9月9日

9月10日～9月23日

9月24日～10月7日

10月8日～10月21日

10月22日～11月4日

11月5日～11月18日

11月19日～12月2日

12月3日～12月16日

12月17日～1月6日

1月7日～1月20日

1月21日～2月3日

2月4日～2月24日

2月25日～3月3日

4月1日～4月4日

6月11日～6月30日

9月9日～9月21日

10月14日～11月10日

11月5日～11月12日

12月14日～12月26日

2月1日～2月14日

2月15日～2月26日

3月1日～3月3日

6月11日～6月17日

10月17日～10月24日

11月5日～11月12日

2月15日～3月1日

4月1日～4月14日

4月16日～5月5日

4月19日～5月10日

4月22日～5月12日

5月11日～6月16日

5月24日～7月19日

6月18日～8月4日

7月20日～8月31日

8月5日～8月31日

8月5日～8月31日

9月1日～9月15日

9月1日～9月15日

9月17日～10月31日

9月17日～11月17日

追悼特集

展示期間

展示期間

児童展示

田辺聖子

和田誠

眉村卓

平和・戦争問題

はるのほん

こどもの日

母の日

かこさとしの世界へ

父の日

ハロウィンのほん

あきのほん

中村哲

藤田宜永

眉村卓

野村克也

安部譲二

いじめ撲滅強化月間

展 示 テ ー マ

野村克也

古井由吉

田辺聖子

和田誠

吉沢久子

展 示 テ ー マ

子育て支援課

夏のお祭り

冒険いろいろ

ラグビーワールドカップ

『情報』を読み解く

展示期間 展 示 テ ー マ 協力先

収穫に感謝！家庭菜園・野菜づくり

うれしいキモチ 障がいを知って一緒にあゆむ

長編に挑戦！

この季節、病気に負けない！

ＬＬブック（やさしく読める本）をご存知ですか

特別な日の子どもの衣装

図書館友の会 会員のおすすめ本

秋の彩り 色づく木々

明治から平成の１５０年を振り返る

上
福
岡

大
井

つゆの本

たなばた

夏のほん

なつのこわ～い本

戦争を考えよう

おつきみ

おじいちゃん・おばあちゃんの本

大
井

上
福
岡
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11月19日～12月26日

12月6日～1月7日

12月6日～2月3日

1月8日～2月3日

2月4日～2月14日

2月4日～3月3日

2月15日～3月3日

4月～5月

6月～8月

9月

10月～12月

1月～2月

4月1日～5月31日

6月1日～8月31日

9月1日～10月31日

11月1日～12月27日

1月15日～2月17日

3月1日～4月16日

4月17日～5月7日

5月8日～6月10日

6月10日～8月26日

8月28日～9月30日

11月1日～12月26日

12月1日～1月5日

1月24日～2月4日

2月5日～3月3日

（８）雑誌寄附金の募集

児童特別展示

平成３０年度より、地域の企業・団体から市に直接寄附金をいただき、雑誌書架に企業名掲示と表紙に企業広告添付を
する「雑誌購入等の寄附金の募集」を実施しています。以前から協力いただいていた２企業から、引き続き社会貢献と
して、大井図書館の雑誌への寄附金をいただきました。
　企業名：近藤建設株式会社、医療法人社団富家会富家病院
　雑誌名：ＡＥＲＡ、週刊朝日、週刊新潮、ＣＡＳＡ ＢＲＵＴＵＳ、ＤＩＭＥ、かぞくのじかん、からだにいいこ
　　　　　と、栗原はるみｈａｒｕ＿ｍｉ、サライ、ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ ＷＯＭＡＮ、保育の友、ラジオ深夜便

ひなまつり

クリスマス

おじいちゃん、おばあちゃん

展示テーマ

入園入学おめでとう

アンデルセン賞作家 角野英子さん、赤羽末吉さん、上橋菜
穂子さん、まどみちおさん、安野光雅さん

課題図書、埼玉夏休みすいせん図書

端午の節句 太郎の本

展示テーマ

大
井

歯の本

自由研究・自由工作

展示期間

ハロウィーン

第３回ふじみ野市図書館を使った調べる学習コンクール

展示期間

大
井

おしょうがつ

せつぶん

児童季節展示

大
井

おつきみ

子どもたちに読んであげたい本

科学道ジュニア

はるのほん

おしょうがつ

子どもと本

なつやすみにおすすめのほん

展 示 テ ー マ

クリスマスの本

お正月

ふゆ・ゆきのほん

せつぶん

バレンタインデー

ひなまつり

展示期間

上
福
岡
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上
福
岡

（１０）学校図書館支援事業

【上福岡図書館】

支援員１人当たり１日の支援時間：６時間

主な支援内容：レファレンス（1,585件）、読み聞かせ（958件）、資料収集（404件）、オリエンテー

　　　　　　　ション（217件）、ブックトーク（144件）等

利用者数：支援員の訪問日のみの集計

貸出冊数：支援員の訪問日以外の貸出冊数を含む

支援
日数

8 9 9 12 5 8 9 9 8 8 6 7 98

支援
件数

11 23 16 31 7 34 37 45 17 23 41 0 285

利用
者数

350 967 933 851 215 953 1,101 1,005 572 888 672 1 8,508

貸出
冊数

95 633 792 283 14 683 646 679 273 690 418 0 5,206

支援
日数

8 8 9 10 9 7 10 8 7 8 7 7 98

支援
件数

18 26 14 17 2 16 28 7 9 30 11 0 178

利用
者数

531 1,123 740 798 226 846 969 855 506 1,089 552 50 8,285

貸出
冊数

579 996 799 319 105 705 1,235 1,288 560 1,028 779 0 8,393

支援
日数

8 8 8 8 8 6 9 10 8 9 9 7 98

支援
件数

40 14 17 8 0 26 22 40 8 15 17 9 216

利用
者数

482 543 809 464 91 413 433 930 306 337 526 16 5,350

貸出
冊数

465 900 910 331 0 644 1,192 1,238 613 631 645 0 7,569

7月

（９）地域産品紹介

2

福
岡
小
・
629
人

8月

ふじみ野産農産物直売
「採れたて☆ふじみ野
畑」

毎月第2日曜日午前10時～正午に正面玄関前にて地元で採れた新鮮野菜、お
茶、お花などの販売大

井

事業名

9月

1

大
井
小
・
432
人

№
学校名・
児童数

4月 5月 6月

協働舎レタス「くまのベ
イカーズ」

常設物販コーナー

内容

毎月第1･3木曜日にロビーにてパン販売

ふじみ野市のキャラクター「ふじみん」の公式グッズ（ぬいぐるみ、スト
ラップ、クリアファイル、ボールペン、タオル）および「ふじみん」と図書
館キャラクター「ホンキーズ」のイラストの入った図書館オリジナルバッグ
の販売。市内の優れた商品として認められた「ふじみ野ブランド」の商品サ
ンプルの陳列。

市内小学校全１３校に支援員を配置し、学校図書館の運営を支援しています。１３校合計で、支援員の配置
日数は１，２７４日（１校あたり平均９８日）、レファレンス、読み聞かせ、資料収集等の支援件数は
３，７１６件（１校あたり平均２８６件）でした。

2月 3月 合計11月 12月 1月10月

3

駒
西
小
・
532
人

32



7月 8月 9月№
学校名・
児童数

4月 5月 6月 2月 3月 合計11月 12月 1月10月

支援
日数

8 8 9 10 6 9 9 8 8 8 8 7 98

支援
件数

46 26 30 17 2 47 54 43 27 34 31 0 357

利用
者数

649 779 1,100 751 169 1,484 1,613 1,103 1,055 859 999 39 10,600

貸出
冊数

596 985 1,141 646 127 1,468 1,859 1,388 737 940 897 0 10,784

支援
日数

8 8 8 11 7 9 9 9 7 8 8 6 98

支援
件数

53 40 39 63 14 64 51 49 58 46 49 0 526

利用
者数

1,036 1,150 1,067 1,170 345 1,288 1,278 1,414 1,196 922 947 20 11,833

貸出
冊数

993 1,369 1,511 928 431 1,104 1,257 1,918 1,464 847 955 0 12,777

支援
日数

8 8 9 9 7 9 9 7 9 7 9 7 98

支援
件数

18 24 26 36 4 21 39 22 38 18 49 5 300

利用
者数

412 988 1,206 901 80 910 1,251 831 975 633 1,212 41 9,440

貸出
冊数

229 743 826 317 49 713 1,097 716 213 401 720 0 6,024

支援
日数

8 8 8 9 8 9 9 7 8 8 8 8 98

支援
件数

23 47 44 28 2 39 62 51 42 43 65 2 448

利用
者数

675 1,224 1,240 809 71 1,335 1,317 849 806 945 1,171 24 10,466

貸出
冊数

713 1,530 1,668 989 0 988 1,497 1,062 926 972 1,006 3 11,354

支援
日数

8 8 8 9 8 9 9 8 8 7 9 7 98

支援
件数

28 21 25 20 9 29 28 13 15 10 27 2 227

利用
者数

270 375 378 497 88 398 488 607 553 323 606 36 4,619

貸出
冊数

325 477 670 495 130 601 576 925 702 574 537 0 6,012

支援
日数

8 8 8 11 8 8 9 9 8 7 8 6 98

支援
件数

22 14 24 23 7 30 38 21 27 27 35 3 271

利用
者数

289 432 359 378 39 343 571 478 239 296 263 3 3,690

貸出
冊数

432 387 487 170 70 490 475 489 221 281 250 0 3,752

9

元
福
小
・
233
人

6

西
小
・
544
人

7

東
原
小
・
565
人

8

西
原
小
・
204
人

4

上
野
台
小
・
694
人

5

鶴
ヶ
丘
小
・
603
人
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7月 8月 9月№
学校名・
児童数

4月 5月 6月 2月 3月 合計11月 12月 1月10月

支援
日数

8 8 8 11 8 8 9 9 7 8 8 6 98

支援
件数

35 36 45 15 10 44 46 41 16 57 90 1 436

利用
者数

521 908 1,000 575 249 772 1,475 1,089 742 959 1,254 22 9,566

貸出
冊数

519 978 1,318 354 200 1,055 1,609 1,354 618 1,159 804 0 9,968

支援
日数

8 8 9 10 7 9 9 9 7 8 8 6 98

支援
件数

8 28 5 11 2 12 11 3 8 12 9 0 109

利用
者数

254 780 459 874 308 384 627 899 650 669 489 0 6,393

貸出
冊数

0 990 626 794 39 491 620 1,158 1,106 832 465 0 7,121

支援
日数

8 8 9 9 8 8 10 7 8 8 7 8 98

支援
件数

23 29 29 28 2 23 19 16 13 30 32 0 244

利用
者数

477 950 1,174 720 123 674 731 463 514 575 565 3 6,969

貸出
冊数

276 813 821 277 30 296 613 447 102 640 390 0 4,705

支援
日数

8 8 8 11 8 7 10 9 7 8 8 6 98

支援
件数

16 7 9 3 2 18 12 15 5 19 13 0 119

利用
者数

297 164 288 169 70 274 361 435 208 436 325 22 3,049

貸出
冊数

244 137 102 95 0 557 224 285 93 429 142 6 2,314

支援
日数

104 105 110 130 97 106 120 109 100 102 103 88 1,274

支援
件数

341 335 323 300 63 403 447 366 283 364 469 22 3,716

利用
者数

6,243 10,383 10,753 8,957 2,074 10,074 12,215 10,958 8,322 8,931 9,581 277 98,768

貸出
冊数

5,466 10,938 11,671 5,998 1,195 9,795 12,900 12,947 7,628 9,424 8,008 9 95,979

(１１)　図書館育児アドバイザー

【上福岡図書館】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

16 20 16 18 19 17 19 19 16 16 11 1 188

51 43 45 44 70 34 62 63 36 45 40 3 536

27 39 24 30 37 24 42 38 27 32 25 3 348

26 28 19 28 33 23 31 29 17 22 13 0 269

実施日数

読み聞かせ

10

亀
久
保
小
・
562
人

11

三
角
小
・
484
人

絵本の紹介

12

さ
ぎ
の
森
小
・
391
人

13

東
台
小
・
173
人

合
計

13
校
計
・

6,046

人

児童コーナーに保育士の資格を持つ「図書館育児アドバイザー」を配置し、子ども向け本の紹介や読みきか
せ、育児相談、また「おはなし会」への参加等、子育て中の方の図書館利用を支援しています。配置日数は
１８８日でした。

相談等
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（１２）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 合計

件数 19 18 20 16 14 18 3 0 3 21 0 132

人数 191 164 167 152 127 161 30 0 23 193 0 1,208

件数 15 17 18 14 14 17 15 17 18 11 1 157

人数 225 271 285 177 179 205 158 232 272 107 16 2,127

件数 22 23 20 25 24 23 23 28 20 21 20 0 249

人数 891 807 738 1,014 775 757 662 1,070 640 631 542 0 8,527

件数 56 58 58 55 24 51 58 46 37 42 52 1 538

人数 1,307 1,242 1,190 1,343 775 1,063 1,028 1,258 872 926 842 16 11,862

 ②夏休み期間の学習室開放

（１３）視聴覚ライブラリー

【上福岡図書館】

 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・自治会等に貸し出しています。

－

1,598

（１４）上福岡図書館のモニタリング

0

集会室
１

集会室
２

合計

視聴覚
ホール

学
習
室
開
放

貸出件数 利用(視聴）人数

（注）集会室１・２は７月２０日（土）から９月１日（日）まで学習室として開放。
　　　集会室１は１１月１１日（月）から１月１７日（金）までシステム更新準備で使用したため利用者への提供を停止。
　　　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、３月４日（水）から３月３１日（火）まで臨時休館。

　大井図書館では、７月２０日（土）から９月１日（日）まで、１階郷土学習室を学習室として開放し、延べ
　６３９人（うち大人５８９人、子ども５０人）の利用がありました。
　上福岡図書館では、７月２０日（土）から９月１日（日）まで、２階集会室を学習室として開放し、延べ
　６５０人（うち大人５６４人、子ども８６人）の利用がありました。また、それ以外の日も団体の利用がな
　い日に限り、２階集会室を学習室として開放し、延べ１，１５１人（うち大人１，０８６人、こども
　６５人）の利用がありました。
　（注）大人は中学生以上、子どもは小学生以下

　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。

機材名

１６ミリ映写機

１６ミリフィルム

スクリーン

ビデオ

合計

7

19

0

2

28

－

1,598
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 ７ 図書館協議会 

（１）図書館協議会委員名簿（令和２年４月１日現在） 

任期  平成３０年１０月１日～令和２年９月３０日 

氏   名 選出区分 

三上 正明 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 

 小河 幸代 

木村 俊久 

藤原 竜平 

◎小栗 俊之 
３号委員 

学識経験者 
品川 秀人 

○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）令和元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 
４月１９日 

上福岡図書館 

１ 文化施設基本構想・基本計画（案）について 

２ 「第三次子ども読書活動推進計画」について 

３ その他 

６人 

第２回会議 
８月２８日 

上福岡図書館 

１ ふじみ野市立上福岡図書館、大井図書館及び上福岡

西公民館図書室業務（以下「市立図書館等」という。）

の指定管理者による管理 

２ 指定管理者選定に係るスケジュール 

３ 令和２年４月１日以降の市立図書館等の運営につい

て 

４ 新文化施設に関する要求水準書（案）について 

５ 新文化施設に関する管理運営計画（骨子案）について 

６ その他 

７人 

第３回会議 
１０月４日 

上福岡図書館 

１ 「第３回ふじみ野市図書館を使った調べる学習コン

クール」二次審査 

２ ふじみ野市新文化施設整備事業について 

要求水準書（案）・管理運営計画（骨子案）について 

３ その他  

８人 
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会議名 開催日・場所 審議議題 出席者 

第４回会議 
２月１７日 

大井図書館 

１ 「ふじみ野市文化施設管理運営計画」について  

２ 「第三次ふじみ野市立図書館サービス計画」について 

３ 「第三次ふじみ野市子ども読書活動推進計画」につい

て 

４ その他 

８人 

 

 



ふじみ野市 子どもの読書活動に関するアンケート

報告書

令和２年３月

ふじみ野市立図書館

８　ふじみ野市 子どもの読書活動に関するアンケート
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１　調査概要

【目的】 ふじみ野市内の保育所（園）と幼稚園における子どもの読書活動に関する状況を把握し、

今後の図書館事業やサービス計画等に反映させるため。

【調査対象】 ふじみ野市内の全保育所（園）・幼稚園３５施設

【調査期間】 令和２年３月６日（金）より３月１３日（金）

【調査方法】 アンケート用紙を保育所（園）・幼稚園へ配付。

期間中、各施設にてアンケートを実施。

期間内に各施設よりＦＡＸにてアンケート用紙を回収。

【調査集計】 ふじみ野市立上福岡図書館にて集計。

２　アンケート回収結果

　アンケート回答数　３０通　（配付数：３５通　　回答率：８５．７％）
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３　アンケート用紙
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４　調査結果

問１　貴施設の園児の総数は何人ですか？

全体のうち６３．３％が１０１人以上の園児が通っている施設です。

平均は１１８人、最多は「子どものその幼保連携型認定こども園」の３０２人、最少は「たけっ子保育室」の１０人

でした。

問２　読書活動の実施状況について教えてください。（複数回答可）

（１）貴施設では「絵本の読み聞かせ」「紙芝居」「昔話などの語り（ストーリーテリング）」「パネルシア ター」「エプ

　　ロンシアター」など小道具を使ったおはなしを実施していますか？

１つの施設を除く全ての施設で「おはなし」を実施していると回答がありました。

（２）‐①「実施している」と答えた方に伺います。１回の時間はどのくらいですか？

※母数は問２（１）で「実施している」と回答した２９施設

約９０％の施設が「おはなし」を１５分以内で実施しています。

51～100人 6 20.0%

101人以上 19 63.3%

回答 回答数 ％

0～50人 5 16.7%

実施している 29 96.7%

実施していない 1 3.3%

合計 30 100.0%

回答 回答数 ％

15分以内 26 89.7%

15分～30分 6 20.7%

合計 30 100.0%

回答 回答数 ％（※）

無回答 1 3.4%

合計 33 －

30分～45分 0 0.0%

45分～60分 0 0.0%
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（２）‐②いつ実施していますか？

お昼寝前、帰りの会前、お誕生日会、給食前

食事の後、帰りの会

給食やおやつの前、昼食前、誕生会の中など

おやつ・給食の前、誕生会、午睡時など

0～2才児クラスは朝のおあつまりの時、3～5才児クラスは帰りの会の中で

朝夕の合同保育、午睡前など

決まっていませんが、おやつや給食前、帰りの会の前、午睡前に行うことが多いです。

保育時間内（適宜、帰りの会）

朝の会、昼食の前、帰りの会

朝や帰りの会の前、食事前、誕生会時等

食事前、帰りの会前、集会時等おたのしみの時

・毎日帰りの会前、お誕生日の出し物（月1）・行事の時、制作時の導入など、ほぼ毎日・年に3回保護者がクラ

スに来て読みかせ。

昼寝前、生活の節目など

・朝の集まり、午睡前、帰りの会・バスの中でも読むことが多い。（幼稚部）文庫委員のお母さんたちが月に2回

読みに来ます。（保育部）絵本係のお母さんが不定期ですが仕事帰りに呼んでくれます。

昼食前、おやつの前

毎日朝の会、はみがき時、その他

朝の会、帰りの会、保育中

活動の節目が多い（切り替え時）

・給食やおやつ前、午睡前などの生活の節目・誕生会などの行事

引き渡しで全クラス集まった時に

体育課程の中で行ったり、毎月読み聞かせをしていただいている。（元教師に依頼）

降園前の帰りの会

全体の３０％ほどの施設で、帰りの会等で実施しているとの回答がありました。

（３）「実施している」と答えた方に伺います。なにをされていますか？（いくつでも）

保育時間内、すべてにおいて場面転換時に

回答 回答数

絵本の読み聞かせ 28

紙芝居 26

回答

朝、帰りの会

帰りの会（１）、保育サポーター（２）

活動の切れ目ごと（活動の前、食前、午睡前など）、○○会などの行事のとき

降口前の時間

保育中（午睡前や活動の前後など）

昔話などの語り（ストーリーテリング） 12

パネルシアター、エプロンシアターなど小道具を使ったおはなし 21

合計 87
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（４）「実施している」と答えた方に伺います。実施する頻度をお答えください。

（５）「実施している」と答えた方に伺います。どなたが担当していますか？（いくつでも）

ほとんどが職員の方が対応していますが、保護者の方もお手伝いしてくれているとの回答が１４件ありました。

（６）「実施している」と答えた方に伺います。読み聞かせや絵本について、お困りのことがあればご記入くださ

　　 い。

人気の絵本などおしえてもらえると参考になる。新しく図書館に入った絵本・紙芝居などを教えてほしい。

開園して2年目でまだ紙芝居や絵本の冊数が少ない為、園児たちにもっとたくさんの種類や数を触れさせて

あげたい。

昔話に興味をもつ子どもたちが減ってきているため、最近の本などが子どもに選ばれがちになっていること。

おはなし会等を午前の活動の時間を利用して行ってみたいと思っている。

たくさんの本や紙芝居を読み聞かせたいが、種類がない。

1,2歳児のみの園なのでこの年齢の絵本をもっと知りたい

人手不足の上、長時間保育で借りに行くことができない。

保育所にある絵本だけでは世界が広がらないので図書館のは本を利用できて助かっている。

（７）「実施していない」と答えた方に伺います。（いくつでも）読み聞かせを実施していない理由や、実施の妨げ

　　 となる原因があれば教えて下さい。

回答 回答数

1日に複数回実施 15

毎日 13

月に1回程度 0

その他 1

無回答 1

週2～3回 3

週1回程度 0

月に２回程度 0

保護者 14

地域のボランティア 1

その他 4

合計 33

回答 回答数

職員 28

読み聞かせをするための時間がないから 1

合計 2

合計 47

回答

回答 回答数

読みきかせをするための本がないから 1
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問３　貴施設での、子どもの読書環境についてお伺いします。（複数回答可）

（１）「図書室」や、「本のコーナー」は設 置されていますか？設置されている場合は、おおよその冊数を教えて

　　 下さい。

９０％の施設に本のコーナー等の設置があると回答がありました。

＊おおよその冊数

約４５％の施設の所蔵が２５０冊以下となっています。

（２） 図書室や本のコーナーがあると答えた方に伺います。子どもへの本の貸出を行っていますか？

全体のうち約６０％の施設で、貸出を行っていると回答がありました。

問４　市立図書館との連携について伺います。（複数回答可）

（１） 団体貸出を利用したことがありますか？

ないと答えた施設が７３．３％もあり、団体貸出の認知度の低さを改めて実感しました。

周知の方法等も検討してまいります。

回答 回答数 ％

合計 30 100.0%

回答 回答数 ％

設置されている 27 90.0%

設置されていない 3 10.0%

それ以上 8 29.6%

合計 27 100.0%

　0～250(冊) 12 44.4%

251～500(冊) 7 25.9%

貸出は行っていない 11 40.7%

合計 27 100.0%

回答 回答数 ％

貸出している 16 59.3%

ない 22 73.3%

合計 30 100.0%

回答 回答数 ％

ある 8 26.7%
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（２）「団体貸出を利用したことがある」と答えた方に伺います。団体貸出を利用する頻度と、およその冊数を

　　 教えて下さい。

回答のあった８つの施設の合計で、約１００冊でしたので、まだまだ利用率が低いように感じられました。

（３）「団体貸出を利用したことがない」と答えた方に伺います。利用しない・しにくい理由があれば教えて

　　 下さい。（いくつでも）

団体貸出を利用したことがない理由としては、団体貸出ができることを知らなかったという施設が５０％あり、周知

不足が否めない結果となりました。また、立地的な問題という回答も２２．７％あり、今後の課題として対応を検討

してまいります。

（４）ブックリスト『読み聞かせにおすすめの本』についてお答えください。

「リストの存在を知らなかった。今後は活用したい。」という回答が６３．３％もあり、周知不足は否めない結果となり

ました。今回アンケートの配付時に、ブックリストを直接配付しています。

月に1回程度利用 3 37.5%

2か月に1回程度利用 1 12.5%

回答 回答数 ％

月に2回以上利用 1 12.5%

合計 8 100.0%

回答 回答数 ％

半年に1回程度利用 1 12.5%

その他 2 25.0%

団体貸出ができることを知らないから 11 32.4%

本は十分にあるので借りる必要がない 7 20.6%

図書館が遠く、不便だから。 5 14.7%

借りた本の管理に不安があるから。 7 20.6%

その他 4 11.8%

合計 34 100.0%

どんな本を借りたらよいか分からないから 0 0.0%

図書館には借りたい本がないから。 0 0.0%

リストがあることは知っていたが、活用したことはない 7 23.3%

リストがあることを知らなかった。今後は活用したい。 19 63.3%

回答 回答数 ％

リストがあることを知っていて、すでに活用している。 2 6.7%

リストがあることを知らなかった。今後も活用する予定はない。 2 6.7%

合計 30 100.0%
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（５）団体貸出以外で、市立図書館との連携で希望するものがあればご記入ください。（いくつでも）

保育園への図書館スタッフやボランティアさんの派遣要望が２８．６％と最も多く、次に園児に図書館見学をさせ

たいとの要望が２３．２％あり、図書館自体には興味があることがわかりました。

＊その他、市立図書館について、機能やサービス等へのご要望や、お困りのことがございましたら、お聞かせ

　ください。

今年度も園バスを利用しての図書館訪問を検討していました。是非うかがいたいと思います。（姉妹園は利用

させていただいております。

図書館利用は各ご家庭からよく伺っています。講座のご案内など今後ともよろしくお願い致します。

年に1回ではありますが図書館の方に来ていただいて誕生会の中で読み聞かせをしていただいております。

今後もよろしくお願いいたします。団体貸出を利用したいと思います。

いろいろとご配慮いただきありがとうございます。

移動図書館があったら嬉しいです。

・紙芝居について研究したい職員がいるので講習会などがあるとうれしいです。・（問４（４）①について）保育

園の絵本係のお母さんにいくつか渡しました。紹介されている本はかなりうちの園にありますが、今後ない本に

ついて参考にさせてもらいます。・（問４（５）①について）今年度開催しました。とてもよかったです。ありがとうご

ざいました。

移動図書館が平日に保育園に廻ってきていただくと先生方も勉強になるかな

積極的に活用していくようにしたいと思う。

クラス単位で図書館に行かせてもらえるのは、公共のマナーを守ったり、子どもたちの興味関心を広げる意味で

も有効なので、これからも利用させてもらえると助かります。

園長から市立図書館の話を職員みんなできいています。園では図書コーナーを設け貸出をしています。市の図

書館でのマナーにつながればと思っています。

回答 回答数 ％

絵本や読み聞かせなどの講座や研修の開催 10 17.9%

本選びの相談やレファレンス 2 3.6%

おすすめの本のブックリストやパスファインダーのご提案 5 8.9%

おはなし会、お誕生日会などへの図書館スタッフやボランティアの派遣 16 28.6%

園児を図書館に招待して、おはなし会やえいが会の開催や図書館の見学 13 23.2%

合計 56 100.0%

回答

その他 2 3.6%

無回答 8 14.3%
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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 
201９年４月号 第２１５号 

９ クマクマだより  

 

 

 

 
 
 
 
 
◆図書館利用登録について 

市内には大井図書館、上福岡図書館、上福岡西公民館図書室があります。利用登録をすると市内 

共通で使える利用カードを発行します。住所の確認できるもの（保険証・運転免許証・学生証など） 

をお持ちになり、カウンターで利用カード交付申請書に記入してください。０歳から利用登録が可能 

です。本の貸出の他にも情報支援用パソコンの利用（中学生以上）、インターネットからの本の予約、

延長なども可能です。また、大人数での読み聞かせ用に大型絵本の貸出もしています。 
 
※新小学１年生児童の利用登録は、毎年小学校と協力して４月～５月に行います。 

市外にお住まいの方は、カウンターにおたずねください。 
 
◆採れたて   ふじみ野畑 

毎月第２日曜日の午前１０時から大井図書館玄関前にて、 

地元で採れた新鮮野菜などの販売をしています。 

４月の販売予定は下記の通りです。  
日  時／４月１４日（日）午前１０時～正午 

※天候により、販売がない場合もあります。 

場  所／大井図書館 玄関前（売り切れ次第終了となります） 

                     上福岡図書館のイベント・行事   問 合 せ 262-3710              
 
◆子ども読書の日 スペシャルおはなし会 「かこさとしの世界へ だるまちゃんと遊ぼう」 
 

日  時／４月２０日（土） 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／絵本の読み聞かせ、クイズ、本の紹介など。参加者には、子どもむけ『読書通帳』をプレゼ 

ントします。 
対  象／３歳～小学生 

 

◆こどもの読書週間企画 「シールを集めてクジを引こう！」 
 

日  時／４月２２日（月）～５月１２日（日） 
場  所／上福岡図書館 
内  容／子どもの本を５冊借りる毎に、シールを１枚差し上げます。専用の台紙に、シールを６枚集 

めると、プレゼントが当たるクジを１回引けます。 
対  象／小学生以下 

 

◆おりがみ教室 
 

日  時／４月２８日（日） 午前１０時３０分～１１時 
場  所／上福岡図書館 １階 エレベーター前 
内  容／簡単でかわいい“おりがみ”をいっしょに折ってみよう！ 
対  象／どなたでも参加できます。 今月のおりがみ 

チューリップ

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   問 合 せ 263-1100            
 
◆お楽しみマジックショー 
 

日  時／4 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 
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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 

４ 

月 

おはなしかい 

（0 歳以上） 

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。 

（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 

（0 歳以上） 
２５（木） 

おはなしくまさん 

（小学生以上） 
１３（土） 午前１１時～１１時３０分 

上
福
岡 

おはなしかい 

（0 歳以上） 

 ３（水）、 ５（金） 

１０（水）、１２（金） 

１７（水）、１９（金） 

２４（水）、２６（金） 

午前１１時～１１時３０分 

こどもおはなしかい 

（３歳以上） 
１４（日） 

午前１１時３０分 

～１１時５０分 

おはなし室にて読

み聞かせをします 

館 月 開催日 開始時間 上映作品 

大
井 

４ 

月 

 ７（日） 

午前１１時 

「またあえるねツバメ君」（２４分） 

１４（日） 「がんばれ五色桜」（２１分） 

２１（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） 

２８（日） 
「瓜っこ姫とアマンジャク」（１９分） 

「ペンギンと白熊」（６分） 

上
福
岡 

 ７（日） 

午前１１時 

「日本名作童話シリーズ ふしぎな窓」（２３分） 

１４（日） 
「百目のあずきとぎ」（１５分） 

「ミッキーマウスのおたんじょう日パーティ」（９分） 

２１（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） 

２８（日） 
「交通安全だよ ドラえもん」（１６分） 

「子ぞうのエルマー」（９分） 

４月 
◆大井   １１日（木）午後２時（1 時３０分開場） 

◆上福岡  １２日（金）午後２時（1 時３０分開場） 

「鉄道員（ぽっぽや）」（１１２分） １９９９年製作 原作：浅田次郎『鉄道員』 監督：降旗康

男 脚本：岩間芳樹、降旗康男 出演：高倉健、大竹しのぶ、広末涼子 ほか 内容：北の果ての小さな終

着駅の駅長、乙松は不器用なまでに鉄道員（ぽっぽや）一筋の人生を送ってきた。妻子を亡くし、孤独な生

活を送っていた乙松にやさしい奇蹟が訪れる。 

館 月 開催日 時間 場所 その他 

大

井 

４ 

月 

３（水）、１０（水）、１７（水）、 

２４（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 

クマクマだより 
２０１９年５月号 第２１６号 

                  大井図書館のイベント・行事   問 合 せ 263-1100  
 
◆こども読書週間とくべつおはなし会 「えいごのおはなし会」  
「こどもの読書週間」（４月２３日～５月１２日）に合わせて子どもたちが絵本とおはなしを楽しむ催

しをします。 

日 時／５月２日（木・祝） 午前１０時３０分～１１時 

場 所／大井図書館 ２階 研修室 

内 容／英語絵本の読み聞かせや手遊び、歌など 

講 師／神永恵子さん（サナップイングリッシュクラブ主宰） 

対 象／０歳～小学生 

 

 

 

 

 
 
 
  

◆「こどもの読書週間」について  
子どもたちにもっと本を！との願いから、「こどもの読書週間」は１９５９年（昭和３４年）にはじ 

まりました。もともとは、５月５日の「こどもの日」を中心とした２週間（５月１日から１４日）で 

したが、２０００年より、今の４月２３日（世界本の日・子ども読書の日）から５月１２日になりま 

した。 

小さいときから本を読む楽しさを知っていることは、子どもが大きくなるためにとても大切なこと 

です。「こどもの読書週間」は、大人が本を子どもに手わたす週間でもあるのです。 

図書館では、こどもの読書週間におすすめの本を展示しています。 
 

 

 

                 上福岡図書館のイベント・行事   問 合 せ 262-3710   
 
◆おりがみ教室  

日 時／５月２６日（日） 午前１０時３０分～１１時 

場 所／上福岡図書館 １階 エレベーター前 

内 容／簡単でかわいい“おりがみ”をいっしょに 

折ってみよう！ 

対 象／どなたでも参加できます。 

今月のおりがみ 
 
カエル 

【大井図書館】  
＜児童向け＞ 

■テーマ「国際アンデルセン賞受賞作家・画家の本 

（赤羽末吉、安野光雅、まど・みちお、上橋菜穂子、 

角野栄子）」 

■展示期間・場所： 5/7(火)～5/31(金)・こども室  
＜ティーン向け＞ 

■テーマ「埼玉県の高校図書館司書が選んだイチオシ本」 

■展示期間・場所： 5/7(火)～5/31(金)・展示コーナー  
＜一般向け＞ 

■テーマ「こども読書週間」 

■展示期間・場所： 4/16(火)～5/15(水) 

・一般テーマ展示コーナー 

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】  
＜児童向け＞ 

■テーマ「かこさとしの世界」 

■展示場所：児童コーナー  
＜ティーン向け＞ 

■テーマ「担当者のおすすめ本」 

■展示場所：ティーンズコーナー  
＜一般向け＞ 

 ■テーマ「大人も楽しめる児童書」

 ■展示場所：一般コーナー 
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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 

５ 

月 

おはなしかい 

（0 歳以上） 

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。 

（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 

（0 歳以上） 
２３（木） 

おはなしくまさん 

（小学生以上） 
１１（土） 午前１１時～１１時３０分 

上

福

岡 

おはなしかい 

（0 歳以上） 

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 

こどもおはなしかい 

（３歳以上） 
１２（日） 

午前１１時３０分 

～１１時５０分 

おはなし室にて読

み聞かせをします 

館 月 開催日 開始時間 上映作品 

大 

井 

５ 

月 

 ５（日） 

午前１１時 

「交通安全だよドラえもん」（１６分） 

１２（日） 「交通安全だよドラえもん２ とび出しはやめよう」（１５分） 

１９（日） 「おばけうんどうかい」（２５分） 

２６（日） 「狼森(おいのもり)とざる森、ぬすと森」（１９分） 

上
福
岡 

 ５（日） 

午前１１時 

「交通安全だよドラえもん パート２」（１５分） 

「ことりのふえ」（１０分） 

１２（日） 
「忍たま乱太郎パート２ 風林火山の段、ジュンコとジュンイチの段」 

（２５分） 

１９（日） 
「ネコクンと星クンのお話」（１５分） 

「ミッキーマウスと魔法の帽子」（１０分） 

２６（日） 
「じごくのそうべえ」（１６分） 

「ドナルドダックとかわいい子リス」（９分） 

５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) 

５月は、２本立てで上映します。 
 
「泥棒と殿様」（６０分） ２０００年製作 原作：山本周五郎 監督：島津勝 出演：火野正平、夏

八木勲、橋爪淳  内容：幽閉された若殿のあばら屋に、初仕事の泥棒が忍び込む。若殿の人柄に惹かれた

泥棒は、見捨てることもできず、献身的な世話をする。二人は友情を感じ、奇妙な連帯感さえ持つが、互い

がともに生きることは許されなかった…。 
 
「紬織 佐々木苑子のわざ」（３３分） ２０１１年 内容：重要無形文化財「紬織」保持者、佐々木苑

子の作品制作の全貌を描く。 

館 月 開催日 時間 場所 その他 

大
井 

5 
月 

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。 
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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 
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◆採れたて   ふじみ野畑 （大井図書館） 

毎月第２日曜日の午前１０時から大井図書館玄関前にて、地元で採れた新鮮野菜などの販売をして

います。６月の販売予定は下記の通りです。 
 

日  時／６月９日（日）午前１０時～正午 

場  所／大井図書館 玄関前（売り切れ次第終了となります） 

※ 天候により、販売がない場合もあります。 

 
 

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   問 合 せ 262-3710              

◆手ぶくろ人形を作ろう！ 
 

日 時／６月２９日（土）午後１時～３時 

場 所／上福岡図書館 ２階 集会室２ 

内 容／手ぶくろを使って、かわいい人形を作ってみよう。作る人形は、うさぎか犬かを選べ 

ます。針と糸を使わないので、縫い物が苦手な人でも大丈夫です。 

対象・定員／市内在住・在学の小中学生、１５人（申込順） 

申 込 方 法／６月１０日（月）から上福岡図書館窓口または電話でお申し込みください。 

                  大井図書館のイベント・行事   問 合 せ 263-1100            

◆お楽しみマジックショー 
 

日 時／６月９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 

                  図書館共通のイベント・行事                

◆夏休み 調べる学習講座 
 

「ふじみ野市図書館を使った調べる学習コンクール」や「夏休み自由研究」への取り組み方のコツ

を身につけられます。楽しく学べる講座です。 
 

日時・場所・内容は、下表のとおりです。 
  

場 所 
第１回 

テーマの決め方 

第 2 回 

調べたことのまとめ方 

第 3 回 

調べる学習 上級編 

東 台 小 学 校 7 月 18 日（木） 7 月 26 日（金） 8 月 2 日（金） 

上福岡図書館 7 月 20 日（土） 7 月 27 日（土） 8 月 3 日（土） 

大 井 図 書 館 7 月 21 日（日） 7 月 28 日（日） 8 月 4 日（日） 
 

＊講座開催はいずれも午後 2 時～3 時、各回のみの参加も可能です。 
 

対象・定員／市内在住・在学の小学生（１～2 年生は保護者同伴）、各回 20 人（申込順） 

申 込 方 法／6 月 18 日（火）から講座前日までに大井図書館、上福岡図書館のいずれかの窓口また 

は電話でお申し込みください。 

申 込 先／大井図書館（℡．２６３－１１００）、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 

６ 

月 

おはなしかい 

（0 歳以上） 

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。 

（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 

（0 歳以上） 
２７（木） 

おはなしくまさん 

（小学生以上） 
８（土） 午前１１時～１１時３０分 

上

福

岡 

おはなしかい 

（0 歳以上） 

 ５（水）、 ７（金） 

１２（水）、１４（金） 

１９（水）、２１（金） 

２６（水）、２８（金） 

午前１１時～１１時３０分 

こどもおはなしかい 

（３歳以上） 
９（日） 

午前１１時３０分 

～１１時５０分 

おはなし室にて読

み聞かせをします 

館 月 開催日 開始時間 上映作品 

大
井 

６ 

月 

 ２（日） 

午前11時 

「雨ぼうずピッチャン」（２０分） 

 ９（日） 
「恐竜の時代」（１２分） 

「ドナルドダックとゆかいなペンギン」（１１分） 

１６（日） 「南極犬タロ」（２６分） 

２３（日） 「小さなバイキングビッケ 火山島探険」（２３分） 

３０（日） 「小さなバイキングビッケ 世界最初の消防隊」（２３分） 

上
福
岡 

 ２（日） 

午前11時 

「はじめてのはみがき みんな de はみがき」（１９分） 

 ９（日） 
「うそつきの羊飼い」（１２分） 

「すもうおばけ」（１２分） 

１６（日） 
「くもの糸」（１５分） 

「ドナルドダックと魔法使い」（１０分） 

２３（日） 
「善太漂流記」（１１分） 

「プカドン交響楽」（１２分） 

３０（日） 「１０ぴきのかえる」（２０分） 

６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) 

「夏の庭」（１１３分） １９９４年 原作：『夏の庭 The Friends』湯本香樹実 監督：相米慎二 出演：三

國連太郎 戸田菜穂 ほか  内容：小 6 のサッカー仲間 3 人は、ふと人の死について興味を抱き、近所の変わ

り者の老人を観察することにした。少年たちを邪険に追い払う老人だったが、いつしか不思議な絆が…。 

館 月 開催日 時間 場所 その他 

大
井 

６ 

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。 

                     上福岡図書館のイベント・行事   問 合 せ 262-3710        
 

◆おりがみ教室  
日 時／６月２３日（日） 午前１０時３０分～１１時 
場 所／上福岡図書館 １階 エレベーター前 
内 容／簡単でかわいい“おりがみ”をいっしょに折ってみよう！ 
対 象／どなたでも参加できます。 

今月のおりがみ 

かに 
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◆夏休みに学習室を設置します。（大井図書館、上福岡図書館） 
  夏休みの宿題や調べものなどの学習にご利用ください。 

期 間／７月２０日（土）～ ９月１日（日）（休館日は除く） 

時 間／開館時間内。詳細は下表のとおり。  ※事業により使用できない場合もあります。 
 

館 名 開放時間 休館日 

大井図書館 
午前9時30分～午後7時 (第1・3月曜日、火～金曜日) 

午前9時30分～午後5時 (土・日曜日、祝日) 
第2・4・5月曜日 (祝日含む) 

上福岡図書館 午前9時～午後8時 (第3月曜日を除く毎日) 第3月曜日 (祝日含む) 
 
対 象／小学生以上 

申 込 方 法／利用当日に各図書館の窓口で申し込んでください。 
 
 

 

◆図書館内での飲み物について お願い 

（大井図書館、上福岡図書館、上福岡西公民館図書室） 
 
今年も暑い季節がやってきました。 

図書館内では一年を通し、熱中症予防や健康への配慮として、水分補給ができます。 

下記のルールを守ってお飲みください。 

・館内への持ち込みは、倒れてもこぼれない密閉可能な容器でお願いします。 

・飲んだら机の上に出したままにせず、その都度カバンなどにしまってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※「持ち込み NG」の飲み物やおにぎりやパンなどの食べ物につきましては、 

大井図書館  ：１階入口 ロビー 

上福岡図書館 ：１階「喫茶ぽぽ」の隣の「くつろぎコーナー」 

をご利用ください。（ゴミはお持ち帰りください） 

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 

 
ペットボトル、水筒など 

密閉できるもの 

 

 

 
缶、紙パック、ふた付き紙コップなど 

密閉できないもの 
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               大井図書館のイベント・行事    問 合 せ 263-1100            

◆工作教室 

夏休みの工作をみんなで一緒に作りませんか。 

日 時／７月３１日（水）①午前１０時～１１時３０分 

              ②午後２時～３時３０分 

場 所／大井図書館 2 階 研修室 

内 容／ふしぎなカード 

対象・定員／市内小学生・各回 16 人（申込順） 

申 込 方 法／7 月２０日（土）から 7 月３０日（火）までに大井図書館窓口で児童本人またはその 

家族がお申し込みください。（電話申込不可） 

 

◆ダンボールクラフト教室 

Ｈｏｎｄａオリジナルのダンボールクラフトでジェット機を作ります。 

日 時／７月３０日（火）午後２時３０分～４時 

場 所／大井図書館 2 階 研修室 

講 師／Ｈｏｎｄａドリームハンズ 

対象・定員／市内小学生４年～６年生・１５人 

申 込 方 法／7 月 1０日（水）から 7 月２３日（火）までに大井図書館窓口で児童本人またはその 

ご家族がお申し込みください。（電話申込不可） 

※定員を超えた場合は抽選を行い、結果をハガキで全員に通知します。 

 

◆英語のおはなし会 

日   時／７月２３日（火）午前１０時３０分～１１時 

場   所／大井図書館 2 階 研修室 

内 容／英語絵本の読み聞かせや英語の歌など 

講 師／神永恵子さん（サナップイングリッシュクラブ主宰） 

対   象／０歳以上 

 

◆夏休みおはなし会 

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ききにきてください。 

えいが「りゅうの目になみだ」（２０分）もあります。 

日   時／７月２６日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

場   所／大井図書館 2 階 研修室 

対   象／小学生以上（お話が聞ければ幼児も可） 

 

◆とくべつこどもえいが会 

日   時／①7 月２５日（木）午後２時から 

②８月 １日（木）午後２時から 

場   所／大井図書館 2 階 研修室 

内   容／①「ムーミン 総集編」（６０分） 

②「ロトの紋章」（４５分） 
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              上福岡図書館のイベント・行事   問 合 せ 262-3710   

◆アーチェリー 平澤奈古選手 講演会 

日   時／７月２１日（日）午後２時～３時３０分 

（開場は１時３０分から） 

場   所／上福岡図書館 ２階 視聴覚ホール 

内   容／アテネ・パラリンピックで個人銅メダルに 

輝いたアーチェリー選手・平澤奈古さん 

（ふじみ野市在住）が「チャレンジする楽 

しさ」や「体を動かす喜び」について講演 

します。 

対象・定員／どなたでも・１００人 

（当日午後 1 時から整理券を配付。 

定員に達し次第配付終了予定） 
 
 
 

◆子ども司書講座 

 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。司書の仕事や読み聞かせを行います。 

 日 時／７月３０日（火）、３１日（水） 

※時間はいずれも午前１０時～午後３時（お昼持参） 

 場 所／上福岡図書館 ２階 集会室１ 

 対象・定員／市内在住・在学の小学４年～中学生で全日程参加できる人、１０人 

 申 込 方 法／７月８日（月）から７月２５日（木）までに上福岡図書館窓口または電話でお申し 

込みください。（申込者多数の場合は抽選。当選結果をハガキでお知らせします） 

 

◆夏休みこども工作教室 

 身近な素材を使って楽しいおもちゃ、『ペットボトル空気砲』を作って遊ぼう！ 

日 時／８月１０日（土）①午前１０時３０分～１１時３０分 

②午後２時～３時 

場 所／上福岡図書館 2 階 集会室２ 

内 容／ペットボトルと風船を使って、空気砲を作ってみよう。 

対象・定員／市内在住・在学の小学生・各回定員 15 人 

申 込 方 法／７月２５日（木）から７月３１日（水）までに上福岡図書館窓口または電話でお申し 

込みください。（申込者多数の場合は抽選。当選結果をハガキでお知らせします） 

 

◆おりがみ教室 

日  時／７月２８日（日）午前１０時３０分～１１時 

場  所／上福岡図書館 １階 エレベーター前 

内  容／簡単でかわいい“おりがみ”を 

いっしょに折ってみよう！ 

対  象／どなたでも 

今月のおりがみ 

クワガタ 
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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 

 

館 月 おはなしかい名 開催日 時間 その他 

大 

井 

７ 

月 

おはなしかい 

（0 歳以上） 

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。 

（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 

（0 歳以上） 
２５（木） 

おはなしくまさん 

（小学生以上） 
１３（土） 午前１１時～１１時３０分 

上

福

岡 

おはなしかい 

（0 歳以上） 

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 

こどもおはなしかい 

（３歳以上） 
１４（日） 

午前１１時３０分 

～１１時５０分 

おはなし室にて読

み聞かせをします 

館 月 開催日 開始時間 上映作品 

大 

井 

７ 

月 

７（日） 

午前１１時 

「七夕ものがたり」（２０分） 

１４（日） 「ムーミン 落ちてきた星の子」（２５分） 

２１（日） 「１０ぴきのかえるのなつまつり」（２０分） 

２８（日） 「ねずみくんのチョッキ３」（２０分） 

上
福
岡 

７（日） 

午前１１時 

「星座伝説 七夕物語」（２１分） 

１４（日） 
「ぼくは王さま おしゃべりなたまごやき 王さまタクシー」 

（２０分） 

２１（日） 
「金のがちょう」（１０分） 

「子供のための音楽物語 －ピーターと狼—」（１４分） 

２８（日） 「走れメロス」（２０分） 

７月 
◆大井  １１日（木）午後２時（1 時３０分開場） 

◆上福岡 １２日（金）午後２時（1 時３０分開場） 

「ＢＡＬＬＡＤ
バ ラ ッ ド

 名もなき恋のうた」（１３２分） 監督：山崎貴 出演：草彅剛、新垣結衣、大沢たかお 

ほか ２００９年公開 原案：アニメ映画『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶアッパレ!戦国大合戦』 内容：戦国時

代の侍と姫様の身分違いの切ない恋…。そこへ現代からタイムスリップしてしまった少年が現れ、彼らと大冒険

を繰り広げる。ユーモアを織り交ぜた純愛時代劇。 

館 月 開催日 時間 場所 その他 

大
井 

７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。 
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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 
201９年８月号 第２１９号 

 

 

 

 

 
   

◆採れたて   ふじみ野畑 （大井図書館） 
毎月第２日曜日の午前１０時から大井図書館玄関前にて、地元で採れた新鮮野菜などの販売を 

しています。 

日  時／８月１１日（日）午前１０時～正午 

場  所／大井図書館 玄関前（売り切れ次第終了となります） 

※ 天候により、販売がない場合もあります。 

 
 
                  大井図書館のイベント・行事   問 合 せ 263-1100  
 
◆平和を考えるおはなしとえいが 
 

５歳の時に戦争を体験した 

井戸和子さん（読み聞かせボランティア）の 

おはなしと映画「８月９日長崎」（１０分）を 

上映します。 
 

日 時／８月１１日（日） 

午前１１時～１１時３０分 

場 所／大井図書館 ２階 研修室 
 

◆お楽しみマジックショー 

のびのび博士の「のびーるシアターマジックショー」  
日 時／８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／大井奇術団講師 

藤原邦恭（マジシャン、手品遊び作家） 

 

                     上福岡図書館のイベント・行事   問 合 せ 262-3710              
 
◆平和を考える～こどもえいがの会 

平和と戦争について考える本を紹介するブックトーク（１０分）と、短編アニメ映画「はとよひろ

しまの空を」（２１分）を上映します。  
日  時／８月１１日（日）午前１１時００分～１１時３０分 

場  所／上福岡図書館 ２階 視聴覚ホール 

対  象／小学生以上 
 

◆夏休みスペシャルおはなし会・こわ～いおはなし会 
 怪談できもだめし？！図書館のくら～いホールで、ぞくぞくするようなこわいおはなし会を開催し

ます。  
日  時／８月１３日（火）午後４時００分～４時４０分 

場  所／上福岡図書館 ２階 視聴覚ホール 

対  象／小学生以上 

◆とくべつこどもえいが会 
日 時／８月１５日（木） 

午後２時から 

場 所／大井図書館 ２階 研修室 

内 容／「孫悟空の妖怪退治」（９０分） 
 

◆「暗闇おはなし会」 
灯ろうのあかりと 

不気味なお面ばかりの部屋で、 

ぞくぞくするおはなしを 

聞きに来てください。 

こわいえいが「ムーミン消えないおばけ」 

（２５分）もあります。             

日 時／８月２５日（日） 

午前１０時３０分～１１時４０分 

場 所／大井図書館 ２階 研修室 

対 象／小学生 

語り手／語りの会「ずくぼんじょ」 

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）  

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 

（0 歳以上） 

----——、 １（木） 

６（火）、 ８（木） 

１３（火）、１５（木） 

２０（火）、--------- 

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。 

（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 

（0 歳以上） 
２２（木） 

おはなしくまさん 

（小学生以上） 
１０（土） 午前１１時～１１時３０分 

上

福

岡 

おはなしかい 

（0 歳以上） 

 ｰｰｰｰｰｰｰｰ、 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 

 

こどもおはなしかい 

（３歳以上） 

 

１１（日） 
午前１１時３０分 

～１１時５０分 

おはなし室にて読

み聞かせをします 

館 月 開催日 開始時間 上映作品 

大
井 

８ 

月 

 ４（日） 
午前11時 

「ムーミン スナフキンが帰ってきた」（２５分） 

１８（日） 「ムーミン はばたけペガサス」（２５分） 

上
福
岡 

 ４（日） 

午前11時 

「のっぺらぼう ドキッとこわいおばけの話」（１５分） 

「ミッキーマウスのゆかいな船長さん」（８分） 

１８（日） 「幽霊屋敷でケーキはいかが？ ドリモグとハナモグの冒険」（２２分） 

２５（日） 「ちきゅうたんじょう」（２０分） 

８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） 

「劇団四季 ミュージカル 南十字星」（１４２分） ２００８年７月収録 企画・構成・演出：浅利慶太 

出演：阿久津陽一郎、樋口麻美、ほか 内容：「昭和の歴史三部作」のひとつ。南方に出征した大学生と留学生

だったインドネシア女性との運命の出会いと別離…。処刑台に消えた青年の、南十字星のように清冽なる生き様を

描く。 

館 月 開催日 時間 場所 その他 

大
井 

8 

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。 

                    上福岡図書館のイベント・行事   問 合 せ 262-3710        
 
◆おりがみ教室 

日  時／８月２５日（日）午前１０時３０分～１１時 

場  所／上福岡図書館 １階 エレベーター前 

内  容／簡単でかわいい“おりがみ”を 

いっしょに折ってみよう！ 

対  象／どなたでも                                    ふじみ野市ＰＲ大使『ふじみん』 

 今月のおりがみ 

ふじみん 
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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 
201９年９月号 第２２０号 

 

 

 

 

 
     

 
 

ふじみ野市立図書館では「読み聞かせにおすすめの本」のリストを作成しました。保育所や幼稚園、 
小学校などで集団の子どもたちに読み聞かせをしている方におすすめの絵本を選びました。読み聞かせ 
に慣れていない人でも選びやすいように、必要な時間や対象年齢、また、読みごろの季節も掲載してい 
ます。 

上福岡図書館、大井図書館、上福岡西公民館図書室には、それぞれ「読み聞かせ本コーナー」があり、 
 リストはそちらで配布しています。どうぞご利用ください。 

 

 
 

 

 

 

≪上福岡図書館の読み聞かせコーナー≫    「読み聞かせにおすすめの本」 リスト 

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     問 合 せ 263-1100  
 
◆「第 10 回 大井図書館まつり」でフリーマーケットの出店をしませんか。  

日  時／10 月６日（日） 午前 9 時 30 分～午後３時 
場  所／大井図書館 入口前通路（雨天の場合は、屋根付き駐輪場） 
出 店 料／無料 
募 集／8 区画（１区画 約４㎡）※抽選、市内在住者優先 
申込方法／申込書に必要事項を記入し、9 月３日（火）～ ２２日（火）までに大井図書館カウンターで 

申し込む。（電話不可）。抽選結果は９月２４日から電話で連絡します。出店辞退される場合
はキャンセルのご連絡をお願いします。 

 

◆第 10 回 大井図書館まつり 
 

日  時／１０月６日（日）午前９時３０分～午後５時 
場  所／大井図書館 
内  容／【駐車場（雨天時は館内）】午前９時３０分～午後３時 本・雑誌のリサイクル広場 
     【図書館入口前（雨天時は駐輪場）】午前９時３０分～午後３時 フリーマーケット 

                         午前９時３０分～午後３時 友の会ブース（図書館友の会） 
      【２階 研修室】  午前 10 時～10 時 30 分 「クマさん文庫」の英語のおはなしかい 
                10 時 30 分～午前 11 時 「ずくぼんじょ」の語りの会 
                午前 11 時～11 時 30 分 「大井奇術団」のマジックショー 
                午後 1 時 30 分～午後 3 時 大井クイズ王（参加受付午後１時～） 
      【2 階 廊下に集合】午後 0 時 10 分～午後 0 時 30 分 書庫見学会①（先着 10 人） 
                午後 0 時４０分～午後 1 時 書庫見学会②（先着 10 人） 

                     上福岡図書館のイベント・行事   問 合 せ 262-3710              

◆秋のスペシャルおはなし会 Ｌｅｔ’s ｅｎｊｏｙ Ｅｎｇｌｉｓｈ！  
日  時／９月２３日（月・祝）午前１１時００分～１１時３０分 

場  所／上福岡図書館 ２階 視聴覚ホール 

内  容／英語絵本の読み聞かせ、マザーグースのうた、英語でのクイズなど 

対  象／０歳～小学生 

講  師／瀬戸真弓さん 
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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 

９ 

月 

おはなしかい 

（0 歳以上） 

３（火）、 ５（木） 

１０（火）、１２（木） 

１７（火）、１９（木） 

２４（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。 

（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 

（0 歳以上） 
２６（木） 

おはなしくまさん 

（小学生以上） 
１４（土） 午前１１時～１１時３０分 

上

福

岡 

おはなしかい 

（0 歳以上） 

 ４（水）、 ６（金） 

１１（水）、１３（金） 

１８（水）、２０（金） 

２５（水）、２７（金） 

午前１１時～１１時３０分 

こどもおはなしかい 

（３歳以上） 
８（日） 

午前１１時３０分 

～１１時５０分 

おはなし室にて読

み聞かせをします 

館 月 開催日 開始時間 上映作品 

大
井 

９ 

月 

 １（日） 

午前 11 時 

「風の又三郎」（３０分） 

 ８（日） 「プーさんとはちみつ」（３０分） 

１５（日） 「サッカー・マジックチーム」（１８分） 

２２（日） 「３丁目物語 秋」（２５分） 

２９（日） 「リトルツインズ 湖が吠えた日」（２5.分） 

上
福
岡 

 １（日） 

午前 11 時 

「ムーミン 落ちてきた星の子」（２５分） 

 ８（日） 
「ランボーのあぶないいたずら」（１６分） 

「六人のけらい」（１０分） 

１５（日） 「ぼくときどきぶた」（２５分） 

２２（日） 「小さなバイキングビッケ ビッケと大あざらし」（２３分） 

２９（日） 「ヘンゼルとグレーテル」（２０分） 

９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) 

「ＴＯＫＹＯ １９６４-東京オリンピック開催に向かって Ｖｏｌ .１」（１２９分）１９６２－１９６４

年作成 モノクロ・カラー １９６４年の東京オリンピック開催をキーワードに、様々な切り口で製作され

たドキュメンタリー映画第１集。内容：「新東京の顔」｢銀座八丁」｢高速１・４号線」｢かわった形の体育

館(代々木体育館建設記録)」｢オリンピックニュース No.1｣｢東京ルネッサンス１９６４｣ 

館 月 開催日 時間 場所 その他 

大

井 
９ 

月 
４（水）、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。 

                    上福岡図書館のイベント・行事   問 合 せ 262-3710        
 

◆おりがみ教室  
日  時／９月２２日（日）午前１０時３０分～１１時 
場  所／上福岡図書館 １階 エレベーター前 
内  容／簡単でかわいい“おりがみ”を 

いっしょに折ってみよう！            
対  象／どなたでも                        

 
今月のおりがみ  

く り 
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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 
201９年１０月号 第２２１号 

 

 

 

 

 
 
  

◆採れたて   ふじみ野畑 （大井図書館） 
毎月第２日曜日の午前１０時から大井図書館玄関前にて、地元で採れた新鮮野菜などの販売を 

しています。 
日  時／１０月１３日（日）午前１０時～正午 
場  所／大井図書館 玄関前（売り切れ次第終了となります） 

※ 天候により、販売がない場合もあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

                  大井図書館のイベント・行事   問 合 せ 263-1100            
 
◆さあ始めよう！読み聞かせ 
日時／10 月 11 日（金） 午前 10 時～11 時 30 分 
場所／大井図書館 2 階 研修室 
講師／大井図書館児童担当職員 
対象・定員／市内在住・在勤の人 20 人（申込順） 
※保育あり 1 歳以上、定員 3 人まで（保育が必要な人は 10 月 7 日（月）までにお申し込みください。） 
申込方法／10 月 1 日（火）～10 月 10 日（木）大井図書館窓口で申込（電話不可） 
 

◆絵本の読み聞かせ講座 
 

集団への読み聞かせの経験が浅く、読み聞かせボランティア活動をする意思があり１０月１１日の「さあ始
めよう！読み聞かせ」を受講された方 
日時／10 月 18 日（金）、11 月 1 日（金）、11 月 15 日（金）午前 10 時 15 分～正午 
場所／10 月 18 日（金）、11 月 1 日（金）大井図書館 2 階 研修室 
   11 月 15 日（金）上福岡図書館 2 階 集会室２ 
講師／大井むつみ氏（日本子どもの本研究会員） 
対象・定員／全回参加できる市内在住・在勤・在学の人・15 人（申込順） 
※保育あり 1 歳以上、定員 3 人まで（保育が必要な人は 10 月 10 日（木）までにお申し込みください。） 
申込方法／10 月 5 日（土）～10 月 15 日（火）大井図書館窓口で申込（電話不可） 

◆はじめてのインターネット講習会 
 パソコンを使って、インターネットブラウザの基本操作やホームページの見方などを学びます。 
日時／①１１月２１日（木）②１１月２２日（金） 時間はいずれも午前１０時～午後４時。 

①、②の一方を選択。 
場所／大井図書館 ２階 会議室 
講師／大井図書館 担当職員 
対象・定員／１８歳以上のパソコン初心者、各５人 
申込方法／令和元年１０月２９日（火）～１１月５日（火）の間に、申込書（大井図書館、上福岡図書館、上
福岡西公民館図書室で配布）に記入し、大井図書館窓口で申込 ※定員を超えた場合は抽選を行い、結果をは
がきで全員に通知します 

                     上福岡図書館のイベント・行事   問 合 せ 262-3710              
 
第 21 回 上福岡図書館まつり  

日時／１１月２日（土） 内容・時間は下記のとおり 
 ■本と雑誌のリサイクル広場： 午前９時～午後３時（無くなり次第終了） 

■フリーマーケット：     午前９時～午後３時（無くなり次第終了） 
■おはなしフェスタ（絵本の読み聞かせやバルーンアートを使ったおはなしなど）：午前１０時～１０時４５分 

■地下書庫大公開：      ①午前１０時～１０時２０分（先着１０人） 
②午前１０時３０分～１０時５０分（先着１０人） 

■模擬店：午前１０時～午後２時（無くなり次第終了） 
■聴導犬デモンストレーション：①午前１１時～１１時１５分 

②午後２時～２時１５分 
■バルーンアートショー：   午前１１時３０分～正午 
■第３回「ふじみ野市 図書館を使った調べる学習コンクール」表彰式：午後１時～２時 
■福岡中学校吹奏楽部コンサート：午後３時～３時３０分 
■特別展示：郷土展示「徳川家康と鷹狩り」、障がい者サービス用資料紹介： 午前９時～午後５時 
■第３回「ふじみ野市 図書館を使った調べる学習コンクール」作品展示：  午前９時～午後５時 
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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 0 

月 

おはなしかい 

（0 歳以上） 

１（火）、 ３（木） 
８（火）、１０（木） 

１５（火）、１７（木） 
２２（火）、２４（木）  
２９（火）、３１（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。 

（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 

（0 歳以上） 
２４（木） 

おはなしくまさん 

（小学生以上） 
１２（土） 午前１１時～１１時３０分 

上
福
岡 

おはなしかい 

（0 歳以上） 

 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 

こどもおはなしかい 

（３歳以上） 
１3（日） 

午前１１時３０分 

～１１時５０分 

おはなし室にて

読み聞かせ 

館 月 開催日 開始時間 上映作品 

大
井 

1 0 

 月 

１３（日） 

午前１１時 

「注文の多い料理店」（２３分）  

２０（日） 「きずだらけのりんご」（２３分） 

２７（日） 「白い馬」（２３分） 

上
福
岡 

 6（日） 

午前１１時 

「チロの木大きくなあれ」（２１分） 

１３（日） 「ちいさなバイキングビッケ 火山島探険」（２３分） 

２０（日） 「おむすびころりん」（１０分）「絵からとびだしたねこ」（１５分） 

２７（日） 「またあえるねツバメ君」（２４分） 

10 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) 

「ＴＯＫＹＯ １９６４-東京オリンピック開催に向かってＶｏｌ .２」（１２３分） 

モノクロ・カラー（２０１８年発売）１９６３－１９６５年作成  

１９６４年の東京オリンピック開催をキーワードに、様々な切り口で製作されたドキュメンタリー映
画第２集。＊vol.1 をご覧になっていなくても楽しめます。 
内容：「東京１９６３（都政記録）」「浅草」「東京」「東京の空の下」「東京２０年」 

＊大井図書館では、上映前に「ふじみんぴんしゃん体操」を行います。参加希望の方は午後１時 
４０分までにお越しください 

館 月 開催日 時間 場所 その他 

大
井 

10 
月 

2（水）、 9（水）、16（水） 

23（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。 

                     上福岡図書館のイベント・行事   問 合 せ 262-3710        

◆郷土歴史講座「徳川家康と鷹狩り～休憩場となった権現山、家康の健康法にも触れながら～」 
家康がふじみ野市に来ていた！！鷹狩りを好んでいた家康。県内各地でも鷹狩りにまつわる事実や伝説、逸
話が多数確認されています。家康の鷹狩りの目的は？家康の長寿の秘訣などにも迫ります。 
日時／１０月１３日（日） 午後２時～４時 
場所／上福岡図書館 2 階 集会室２ 
講師／松尾鉄城（まつおてつき）さん（ふじみ野市文化財保護審議会会長） 
対象・定員／中学生以上・２４人（申込順） 
申込方法・申込先／１０月５日（土）～１２日（土）午前９時～午後８時に上福岡図書館の窓口または電話

で申込  
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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 
201９年１１月号 第２２２号 

 

 

 

 

 
 
  

◆採れたて   ふじみ野畑 （大井図書館） 
毎月第２日曜日の午前１０時から大井図書館玄関前にて、 
地元で採れた新鮮野菜などの販売をしています。 

日  時／１１月１０日（日）午前１０時～正午 
場  所／大井図書館 玄関前（売り切れ次第終了となります） 

※ 天候により、販売がない場合もあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

                  大井図書館のイベント・行事   問 合 せ 263-1100            
 
◆はじめてのインターネット講習会 
 パソコンを使って、インターネットブラウザの基本操作やホームページの見方などを学びます。 
いろいろなサイトや図書館のホームページの便利な使い方もご紹介します。 
日   時／①１１月２１日（木）②１１月２２日（金） 時間はいずれも午前１０時～午後４時。 

①、②のどちらかの日を選択。 
場   所／大井図書館 ２階 会議室 
講   師／大井図書館 担当職員 
対象・定員／市内在住・在勤・在学の１８歳以上のパソコン初心者、各５人 
申 込 方 法／令和元年１０月１９日（土）～１１月６日（水）の間に、申込書（大井図書館、上福岡
図書館、上福岡西公民館図書室で配布）に記入し、大井図書館窓口で申込 ※定員を超えた場合は抽
選を行い、結果をはがきで全員に通知します。 
 
◆大人のためのおはなし会 
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３０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 ※（会場にご注意ください） 
対   象／小学５年生以上 
語 り 手／語りの会「ずくぼんじょ」 
問い合わせ／大井図書館 
 

                     上福岡図書館のイベント・行事   問 合 せ 262-3710              

◆障がい者支援入門講座 

「図書館で行う、読書が困難な人へのボランティア活動について」 
視覚障がいについて正しく理解し、図書館でボランティア活動を始めてみたい人への入門講座です。 

日  時／１１月１２日（火） 午後２時～３時３０分 
 場  所／上福岡図書館 ２階 集会室２ 
 講  師／佐藤聖一氏（日本図書館協会障害者サービス委員会委員長、埼玉県立久喜図書館司書主

幹） 
定  員／２０人（申込順） 
申込方法／１１月５日（火）～１１月１１日（月）午前９時～午後８時に上福岡図書館の窓口また

は電話で申し込む 

◆大人のための朗読会 
日  時／１２月７日（土） 午後２時～３時（開場は午後１時３０分） 
場  所／上福岡図書館 2 階 視聴覚ホール 
内  容／朗読ボランティア「ともしび」他による「こがね丸」「捨て子稲荷」等の朗読 
対  象／中学生以上 
定  員／３０人（申込順） 
申込方法／１１月２５日（月）～１２月６日（金）午前９時～午後８時に上福岡図書館の窓口 

または電話で申し込む 
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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 

（0 歳以上） 

５（火）、 ７（木） 
１２（火）、１４（木） 
１９（火）、２１（木） 
２６（火）、---------  午前１０時３０分～１１時 

おはなし会の後、

午後 1 時まで 

部屋を開放して 

います。 

（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 

（0 歳以上） 
２８（木） 

おはなしくまさん 

（小学生以上） 
１６（土） 午前１１時～１１時３０分 

上
福
岡 

おはなしかい 

（0 歳以上） 

--------   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 

こどもおはなしかい 

（３歳以上） 
１０（日） 

午前１１時３０分 

～１１時５０分 

おはなし室にて

読み聞かせ 

西公民館図書室 

おはなし会（小学生以上） 
１４（木） 

午後４時１５分 

～４時３０分 

会場：西公民館

保育室 

館 月 開催日 開始時間 上映作品 

大
井 

11 

月 

３（日） 

午前１１時 

「がんばれスイミー」（２６分）  

１０（日） 「セロひきのゴーシュ（人形劇）」（１９分） 

１７（日） 「どんぐりと山猫」（２０分） 

２４（日） 「モチモチの木」（２０分） 

上
福
岡 

 ３（日） 

午前１１時 

「いたちのこもりうた」（１９分） 

１０（日） 「小さなバイキングビッケ 世界最初の消防隊」（２５分） 

１７（日） 「にじいろのふしぎないし」（１５分）「きこりのドナルド」（８分） 

２４（日） 「シートン動物記 ギザ耳うさぎ」（２３分） 

1１月 
◆大井  １４日（木）午後２時 (1 時３０分開場) 
◆上福岡 １５日（金）午後２時 (1 時３０分開場) 

「パパはわるものチャンピオン」（１１１分）２０１８年【監督・脚本】藤村享平 
原作『パパのしごとはわるものです』『パパはわるものチャンピオン』 作：板橋雅弘 絵：吉田尚令 
【出演】棚橋弘至 木村佳乃 寺田心 ほか 人気絵本を有名レスラーたちが出演して実写映画化！ ト
ップレスラーから悪役覆面レスラーになり一生懸命戦う男と、それを友達に言えない息子。父として
真の強さとは何かに目覚めていく男と、家族の絆を描いた物語。 

＊上福岡図書館では、上映前に「ふじみんぴんしゃん体操」を行います。参加希望の方は午後１時 
４０分までにお越しください 

館 月 開催日 時間 場所 その他 

大
井 

11 
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。 

                     上福岡図書館のイベント・行事   問 合 せ 262-3710 

◆おりがみ教室   
日  時／１１月２４日（日）・１２月２２日（日） 午前１０時３０分～１１時         
場  所／上福岡図書館 １階 エレベーター前 
内  容／簡単でかわいい“おりがみ”をいっしょに折ってみよう！ 
対  象／どなたでも 

１１月のおりがみ          １２月のおりがみ     
とり         サンタクロース 
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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 
201９年１２月号 第２２３号 

 

 

 

 

 
 
  

◆採れたて   ふじみ野畑 （大井図書館） 
毎月第２日曜日の午前１０時から大井図書館玄関前にて、地元で採れた新鮮野菜 
などの販売をしています。※ 天候により、販売がない場合もあります。 
日  時／１２月８日（日）午前１０時～正午  
場  所／大井図書館 玄関前（売り切れ次第終了となります）    ふじみ野市ＰＲ大使『ふじみん』 

                                       

◆休館日のお知らせ  
図書館コンピュータシステムの入れ替え及び年末年始のため下記の期間を休館します。休館中の 
返却は、ブックポストをご利用ください。 
年末年始休館：１２月２７日（金）～1 月４日（土） 

 
◆図書館ホームページ停止のお知らせ 

 
ホームページ停止期間／１２月２６日（木）午後９時～１月５日（日）午前９時 
※ホームページ停止期間中は蔵書検索・予約・貸出延長等はできません。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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   問 合 せ 263-1100            
 
◆英語のおはなし会 「クリスマス」  
 

クリスマス絵本を英語で楽しみましょう！                 
日  時／１２月２４日（火）午前１０時３０分～１１時             
場  所／大井図書館 2 階 研修室                    
内  容／英語絵本の読み聞かせや英語の歌など                     
講  師／神永恵子さん（サナップイングリッシュクラブ主宰） 
対  象／０歳以上         

 
◆お楽しみマジックショー 
 

日  時／１２月８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                                               

 

◆１月５日（日）、６日（月） くじびき開催  
  

貸出冊数が２０点になった方は、                                       
１日１回、くじ がひけます。                              
（景品：雑誌付録のカレンダー、手帳など）          ※景品がなくなり次第終了します。           

                     上福岡図書館のイベント・行事   問 合 せ 262-3710              

◆「本の福袋」を貸し出します！ 
 上福岡図書館のスタッフがテーマに沿って選んだ「本の福袋」をご用意しました。 
 年末年始の読書の楽しみにご活用ください。どんな本が読めるかは、袋を開けてのお楽しみ♪ 

※福袋には【引換券】が付いています。１月５日（日）から素敵な景品（図書館で購読している雑誌の
付録等）と交換することができます。  
貸出日／１２月１７日（火）～２６日（木）  

 

◆クリスマス スペシャルおはなし会～すてきな音楽と共に～ 
 

ギター、ウクレレ、トランペット、ピアノの演奏とクリスマスにちなんだ絵本を読みます。 
 今年もサンタさんがやってきます！どうぞお楽しみに！                 
 日  時／１２月２１日（土） 午前１１時～１１時４０分 
 場  所／上福岡図書館 ２階 視聴覚ホール 
 対  象／０歳以上 
 内  容／絵本の読み聞かせ、楽器演奏、歌など         

出  演／どんぐり音楽隊のみなさん                               
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おはなし会 

こどもえいが会 

DVD 上映会＆講座 

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 

（0 歳以上） 

３（火）、 ５（木） 
１０（火）、１２（木） 
１７（火）、１９（木） 
２４（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。 

（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 

（0 歳以上） 
２６（木） 

おはなしくまさん 

（小学生以上） 
１４（土） 午前１１時～１１時３０分 

上
福
岡 

おはなしかい 

（0 歳以上） 

４（水）、  ６（金） 
１１（水）、１３（金） 
１８（水）、２０（金） 
２５（水）、--------- 

午前１１時～１１時３０分 

こどもおはなしかい 

（３歳以上） 
８（日） 

午前１１時３０分 

～１１時５０分 

おはなし室にて

読み聞かせ 

西公民館図書室 

おはなし会（小学生以上） 
１２（木） 

午後４時１５分 

～４時３０分 

会場：西公民館

保育室 

館 月 開催日 開始時間 上映作品 

大
井 

1２ 

月 

１（日） 

午前１１時 

「よいこのたのしいクリスマス」（２５分）  

８（日） 「森のトントたち・クリスマスクリスマス」（２５分） 

１５（日） 「ファーザー・クリスマス」（３０分） 

２２（日） 「3 丁目物語・冬」（２５分） 

上
福
岡 

 １（日） 

午前１１時 

「ふらいぱんじいさん」（２１分） 

８（日） 「やまなし」（１５分） 「ひつじのようなライオン」（８分） 

１５（日） 「アリとキリギリス」（１２分）「かさこ地ぞう」（１３分） 

２２（日） 「くりみ割り人形」（２４分） 

1２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) 

 映像で学ぶ『野菜づくりのコツと裏ワザ』  

家庭菜園から農作業まで、ＤＶＤと解説で「野菜づくりのコツと裏ワザ」を学びましょう。 

講師／齋藤辰徳氏（農文協 普及局）  

＊大井図書館では、上映前に「ふじみんぴんしゃん体操」を行います。参加希望の方は午後１時 

４０分までにお越しください 

館 月 開催日 時間 場所 その他 

大
井 

1２ 
月 

４（水）、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 

                     上福岡図書館のイベント・行事   問 合 せ 262-3710  

◆リサイクル本を配布します！  
日  時／１月５日（日） 午前９時～（なくなり次第終了） 
場  所／上福岡図書館 １階 展示コーナー横 

◆おりがみ教室   
日  時／１２月２２日（日）・１月２６日（日） 午前１０時３０分～１１時         
場  所／上福岡図書館 １階 エレベーター前                 
内  容／簡単でかわいい“おりがみ”をいっしょに折ってみよう！         
対  象／どなたでも １２月のおりがみ サンタクロース  ※１月のおりがみ だるま 
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                  大井図書館のイベント・行事   問 合 せ 263-1100            

◆ぶんこのつどい 
年に一度の４つの地域文庫のおたのしみ会です。影絵や劇などの楽しい催しをします。 
日  時／１月２６日（日） 午後１時３０分～３時（午後１時 開場） 
場  所／大井図書館 2 階 研修室 

 
※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。誰でも利用できますので、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) 江川分館内      

毎週月 15：00～16：30 ※祝日休 

●こばと文庫(鶴ケ岡 4-16-25) 鶴ヶ岡分館内 

毎週金 15：00～16：30 ※祝日休    
◆『朗読の読みの調査法』 

視覚障がい等活字による読書が困難な人のために、資料を朗読する声のボランティアの講座です。 
日  時／1 月 31 日（金） 午後 2 時～4 時（午後１時３０分 開場） 
場  所／大井図書館 ２階 研修室 
内  容／対面朗読・録音図書作成の事前調査の実習 
対  象／図書館の朗読ボランティアに興味がある人 
講  師／大井図書館 障がい者サービス担当職員 
定  員／２０人（申込順） 
申込方法／1 月 15 日（水）～28 日（火）大井図書館窓口に申込（電話申込不可） 

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 
20２０年１月号 第２２４号 

 

 

 

 

 
 
 
    

◆採れたて   ふじみ野畑 （大井図書館） 
毎月第２日曜日の午前１０時から大井図書館玄関前にて、地元で採れた新鮮野菜 
などの販売をしています。※ 天候により、販売がない場合もあります。 
日  時／１月１２日（日）午前１０時～正午  
場  所／大井図書館 玄関前（売り切れ次第終了となります）    ふじみ野市ＰＲ大使『ふじみん』 

  
                      上福岡図書館のイベント・行事   問 合 せ 262-3710              
 
◆スマホ・ケータイ安全講座 
 
 日  時／１月１６日（木） 午後２時～３時（午後１時３０分 開場） 
 場  所／上福岡図書館 ２階 集会室２ 
 内  容／①スマホ、ケータイのある生活を楽しむために（公共の場などルールとマナー等） 

②振り込め詐欺などトラブルに巻き込まれないために  
 講  師／ＮＴＴドコモ「スマホ・ケータイ安全教室」インストラクター 
 対  象／中学生以上 
 定  員／２２人（申込順） 

申込方法／１月５日（日）～１月１５日（水）午前９時～午後８時に上福岡図書館窓口または電話で申込  
◆日本経済新聞の読み方講座 

日  時／１月２５日（土） 午後２時～３時３０分（午後１時３０分 開場） 
 場  所／上福岡図書館 ２階 集会室２ 
 内  容／日本経済新聞を実際に使いながら、紙面のしくみや読み方、使いこなし方を分かりやすく紹介

します。 
 講  師／山口修一さん（日本経済新聞社販売局第３部次長） 
 対  象／どなたでも 
 定  員／２４人（申込順） 

申込方法／１月５日（日）～１月２２日（水）午前９時～午後８時に上福岡図書館窓口または電話で申込 
 

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 

【地域文庫案内】

●たけのこ文庫(西鶴ケ岡 2-10-1) 緑ヶ岡分館内 

 毎週火 15：00～16：45 ※祝日・第 5 火休 

●つつじ文庫(大井 234) 大井分館内 

 第 1･3 土 10：00～11：30 ※祝日休 
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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 

（0 歳以上） 

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

（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 

（0 歳以上） 
２３日(木) 

おはなしくまさん 

（小学生以上） 
１１日(土) 午前１１時～１１時３０分 

上
福
岡 

おはなしかい 

（0 歳以上） 

８日(水)、１０日(金) 
１５日(水)、１７日(金) 
２２日(水)、２４日(金) 
２９日(水)、３１日(金) 

午前１１時～１１時３０分 

こどもおはなしかい 

（３歳以上） 
１２日(日) 

午前１１時３０分 

～１１時５０分 

おはなし室にて

読み聞かせ 

西公民館図書室 

おはなし会（小学生以上） 
９日(木) 

午後４時１５分 

～４時３０分 

会場：西公民館

保育室 

館 月 開催日 開始時間 上映作品 

大
井 

1 

月 

５日(日) 

午前１１時 

「3 丁目物語・お正月編」（２４分）  

1２日(日) 
「だるまちゃんととらのこちゃん 

 だるまちゃんとうさぎちゃん」（３０分） 

19 日(日) 「チロの木大きくなあれ」（２１分） 

上
福
岡 

 ５日(日) 

午前１１時 

「年中行事アニメーション 年神様とお正月」（１０分） 
「日本昔ばなし 力太郎」（１０分） 

１２日(日) 「フォックスウッド物語 ひみつがいっぱい」（２５分） 

１９日(日) 「からすのパンやさん」（２０分） 

２６日(日) 「鬼の子と雪うさぎ」（２２分） 

1 月 
◆大井   ９日（木）午後２時 (午後 1 時３０分 開場) 
◆上福岡 １０日（金）午後２時 (午後 1 時３０分 開場) 

 
「古今亭文菊 れふかだ落語会」（１１６分） ２０１８年 【出演】古今亭文菊 
お正月の初笑いに古典落語はいかがですか。 
「干物箱（ひものばこ）」「うどんや」「子別れ」。 

 ＊上福岡図書館図書館では、上映前に「ふじみんぴんしゃん体操」を行います。参加希望の方は 

午後１時４０分までにお越しください。 

館 月 開催日 時間 場所 その他 

大
井 

1 
月 

８日（水）、1５日（水）、２２日（水）、 

2９日（水） 

午前１０時 
～ 正午 

2 階 パソコン持参をおすすめします 

                     上福岡図書館のイベント・行事   問 合 せ 262-3710        
 

◆おりがみ教室 
日 時／１月２６日（日） 午前１０時３０分～１１時                     
場 所／上福岡図書館 １階 エレベーター前 
内 容／簡単でかわいい“おりがみ”をいっしょに折ってみよう！            
対 象／どなたでも参加できます。 

 １月のおりがみ だるま                                 
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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 
20２０年２月号 第２２５号 

 

 

 

 

 
 
     

◆臨時休館のお知らせ（大井図書館・上福岡図書館・西公民館図書室） 
蔵書点検を行うため、臨時休館します。日頃よりご利用いただいている皆さまには、ご迷惑を 
おかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

 大井図書館休館日 ２月１０日（月）～２月１４日（金） 
＊この期間は上福岡図書館・上福岡西公民館図書室は、通常通り開館しています。 

 上福岡図書館・上福岡西公民館図書室休館日 ２月１７日（月）～２月２１日（金） 
    ＊この期間は大井図書館は、通常通り開館しています。 

＊返却は、ブックポストをご利用ください。（処理が遅れる場合があります。ご了承ください） 

 

  

 

 
 

                  大井図書館のイベント・行事   問 合 せ 263-1100            
 
◆採れたて ふじみ野畑 （大井図書館） 

毎月第２日曜日の午前１０時から大井図書館玄関前にて、地元で採れた新鮮野菜 
などの販売をしています。※ 天候により、販売がない場合もあります。       
日  時／２月９日（日）午前１０時～正午 
場  所／大井図書館 玄関前（売り切れ次第終了となります）    ふじみ野市ＰＲ大使『ふじみん』  

◆『録音図書（DAISY）の編集入門講座』 
視覚障がい等で読書が困難な人のために資料を朗読する、声のボランティアの講座です。録音図書

(DAISY)作成に必要なパソコンでの編集作業を紹介します。 
日  時／2 月 26 日（水）午後 2 時～4 時 
場  所／大井図書館 研修室 
内  容／DAISY 編集ソフトを使った基本の編集を紹介します 
対  象／図書館の朗読ボランティアに興味がある人 
講  師／大井図書館・障がい者サービス担当職員 
申込期間／2 月 17 日（月）～2 月 23 日（日） 
申込方法／申込書に記入して大井図書館窓口に提出(電話不可) 
定  員／10 人（申込順） 

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   問 合 せ 262-3710               
◆ぬいぐるみおとまり会  
家で大切にしているぬいぐるみたちが図書館にお泊りし、図書館を探検したりお仕事を体験したりしま
す。 
日  時／おとまりの会：２月１６日（日） 午後２時～２時４５分 

    おむかえの会：２月２３日（日） 午後２時～２時４５分 
場  所／上福岡図書館２階 視聴覚ホール 
対  象／市内在住・在学の３歳～小学６年生で両日とも参加できる人 
定  員／２０人（定員に達した場合は抽選） 
申込方法／２月５日（水）～２月１１日（祝）午前９時～午後８時に 

上福岡図書館窓口または電話で申込む（抽選結果はハガキでお知らせします）  
◆バリアフリー映画会  

日本語字幕と音声ガイドがついた映画です。住友商事株式会社の協力により開催します。 
日  時／２月２９日（土） 午後２時から（開場は１時３０分） 
場  所／上福岡図書館２階 視聴覚ホール 
内  容／「博士の愛した数式」（１１７分）原作：小川洋子、監督：小泉堯史、出演：寺尾聰、深津絵里 

ほか 概要：８０分しか記憶がもたない天才数学博士と、家政婦とその１０歳の息子の驚きと
歓びに満ちた日々が始まった。第１回本屋大賞に輝く大ベストセラーの映画化。 
 

◆集団への絵本の読み聞かせ入門講座  
日  時／３月７日（土） 午前１０時３０分～正午 
場  所／上福岡図書館２階 視聴覚ホール 
内  容／上福岡図書館スタッフによる、集団への絵本の読み聞かせの方法や本の選び方の入門講座 
対  象／市内在住・在勤・在学で幼稚園や小学校などで集団への読み聞かせを始めてみたい人 
定  員／５０人（申込順） 
申込方法／２月１０日（月）～２月１６日（日）、２月 22 日（土）～3 月６日（金） 

午前９時～午後８時に上福岡図書館窓口または電話で申込む 
保  育／６カ月～未就学児 定員６人（申込順）※申し込みの際にお申し出ください。 
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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 

２ 

月 

おはなしかい 

（0 歳以上） 

４日(火)、 ６日(木) 
---------、--------- 
１８日(火)、２０日(木) 
２５日(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。 

（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 

（0 歳以上） 
２７日(木) 

おはなしくまさん 

（小学生以上） 
８日(土) 午前１１時～１１時３０分 

上
福
岡 

おはなしかい 

（0 歳以上） 

５日(水)、 ７日(金) 
１２日(水)、１４日(金) 
---------、--------- 
２６日(水)、２８日(金) 

午前１１時～１１時３０分 

こどもおはなしかい 

（３歳以上） 
９日(日) 

午前１１時３０分 

～１１時５０分 

おはなし室にて読

み聞かせ 

西公民館図書室 

おはなし会（小学生以上） 
１３日(木) 

午後４時１５分 

～４時３０分 

会場：西公民館保

育室 

館 月 開催日 開始時間 上映作品 

大
井 

２ 

月 

２日(日) 

午前１１時 

「氷河ねずみの毛皮」（２４分）  

９日(日) 「雪渡り」（２３分） 

１６日(日) 「大造じいさんとガン」（２０分） 
２３日(日) 「すてきなコンサート」（２３分） 

上
福
岡 

 ２日(日) 

午前１１時 

「豆つぶころころ」（１０分）「おにのたいこ」（１０分） 

９日(日) 「スノーマン」（２６分） 

１６日(日) 
「やさしいオオカミ」（１５分） 
「ミッキーマウスの楽しい冬」（１０分） 

２３日(日) 
「北風のくれたテーブルかけ」（１１分） 
「日本昔ばなし つるのおんがえし」（１０分） 

２月 
◆大井   ６日（木）午後２時 (午後 1 時３０分 開場) 
◆上福岡  ７日（金）午後２時 (午後 1 時３０分 開場) 

 
「島だって夢を見る」（８４分） ２００８年 
【監督】今村昌平【出演】深水三章、深水元基、目黒真希、油井昌由樹、木野花ほか 

「島にあの男が帰ってきた。バカで、大ボラ吹きで、大迷惑のお騒がせ野郎が、大きな夢だけ抱えて 
帰ってきた。」無責任男適当男が巻き起こす、島おこしハイテンションドタバタコメディ。 
さぬき映画祭２００８グランプリ作品。 

 ＊大井図書館では、上映前に「ふじみんぴんしゃん体操」を行います。参加希望の方は午後１時４０分ま
でにお越しください。 

館 月 開催日 時間 場所 その他 

大
井 

２ 
月 

５日(水）、1９日(水)、２６日(水） 
午前１０時 

～ 正午 
2 階 パソコン持参をおすすめします 

                     上福岡図書館のイベント・行事   問 合 せ 262-3710        
 

◆おりがみ教室 
日 時／２月２３日（日） 午前１０時３０分～１１時                     
場 所／上福岡図書館 １階 エレベーター前 
内 容／簡単でかわいい“おりがみ”をいっしょに折ってみよう！            
対 象／どなたでも参加できます。                       

２月のおりがみ おひなさま                              
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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 
20２０年３月号 第２２６号 

 

 

 

 

 
 
                                 

◆臨時休館のお知らせ（大井図書館） 
指定管理者の引継ぎに伴う館内整備のため下記の通り臨時休館させていただきます。日頃よりご利用 
いただいている皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

 大井図書館休館日 ３月３１日（火） 
＊上福岡図書館・上福岡西公民館図書室は、通常通り開館しています。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 

                  大井図書館のイベント・行事   問 合 せ 263-1100            
 
◆採れたて ふじみ野畑 （大井図書館） 

毎月第２日曜日の午前１０時から大井図書館玄関前にて、地元で採れた新鮮野菜   
などの販売をしています。※ 天候により、販売がない場合もあります。        
日  時／３月８日（日）午前１０時～正午（売り切れ次第終了となります）                  

場  所／大井図書館 玄関前 
◆『点字講習会』  

指で読む『点字』を学び、点字器を使って書いてみましょう 
日  時／3 月 8 日（日）午後 1 時 30 分～3 時 30 分 
場  所／大井図書館 2 階 研修室 
内  容／点字で名前や短い文を書いたり、名刺を作ります 
対  象／市内在住・在学・在勤の小学３年生以上                 
講  師／点訳グループ「六ツ星（むつぼし）」 
申込期間／2 月 22 日（土）～3 月 5 日（木）             ふじみ野市ＰＲ大使『ふじみん』 
申込方法／申込書に記入して大井図書館窓口に提出(電話不可) 
定  員／20 人（申込順） 

◆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ききにきてください。 
日  時／3 月 27 日（金）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／「語りの会」ずくぼんじょ 
対  象／小学生以上（お話が聞ければ幼児も可） 

◆春休みとくべつえいが会 
 

春休みに楽しいえいがをみましょう！ 
日  時／3 月 27 日（金）午前 11 時 30 分～正午 
内  容／「はれときどきぶた」（３８分） 
場  所／大井図書館 2 階研修室 
対  象／どなたでも                                           

◆英語のおはなし会  
  

日  時／3 月 24 日（火）午前 10 時 30 分～11 時 
場  所／大井図書館 
内  容／英語絵本の読み聞かせや英語の歌など 
講  師／神永恵子さん（サナップイングリッシュクラブ主宰） 
対  象／０歳以上 
                                                     

                     上福岡図書館のイベント・行事   問 合 せ 262-3710               
◆知っておきたい認知症講座～誰にでも起こりうる認知症～ 
 日  時／３月１３日（金） 午後２時～３時 

場  所／上福岡図書館２階 集会室２ 
 内  容／認知症についての知識と予防法について説明します。認知症の早期発見・治療につなげ

ましょう。 
講  師／酒井祐美子さん（埼玉セントラル病院 訪問看護室師長・認知症ケア専門士） 

 対象・定員／どなたでも ２２人（申込順） 
 申込方法／３月５日（木）～３月１２日（木）午前９時～午後８時に上福岡図書館窓口または電話

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 

３ 

月 

おはなしかい 
（0 歳以上） 

３日(火)、 ５日(木) 
１０日(火)、１２日(木) 
１７日(火)、１９日(木) 
２４日(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。 

（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 

（0 歳以上） 
２６日(木) 

おはなしくまさん 

（小学生以上） 
１４日(土) 午前１１時～１１時３０分 

上
福
岡 

おはなしかい 
（0 歳以上） 

４日(水)、  ６日(金) 
１１日(水)、１３日(金) 
１８日(水)、２０日(金) 
２５日(水)、２７日(金) 

午前１１時～１１時３０分 

こどもおはなしかい 

（３歳以上） 
８日(日) 

午前１１時３０分 

～１１時５０分 

おはなし室にて

読み聞かせ 

西公民館図書室 

おはなし会（小学生以上） 
１２日(木) 

午後４時１５分 

～４時３０分 

会場：西公民館

保育室 

館 月 開催日 開始時間 上映作品 

大
井 

３ 

月 

１日(日) 

午前１１時 

「ひなまつり」（１９分）  

８日(日) 「3 丁目物語・春」（２５分） 

１５日(日) 「3 丁目物語・おともだち」（２５分） 

２２日(日) 「あったてんがのお ボタとカエル」（30 分） 

２９日(日) 「青い鳥」（３２分） 

上
福
岡 

 １日(日) 

午前１１時 

「ひなまつり」（１０分） 「花いっぱいになあれ」（１２分） 

８日(日) 

「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）  

「忍たま乱太郎のがんばるしかないさ２ 
あたたかいこころでしんせつにする」（１０分） 

１５日(日) 「ぼくときどきぶた」（２５分） 

２２日(日) 
「まんが偉人物語 アンデルセン」（１１分） 
「ミッキーマウスとゆかいな仲間たち」（１０分） 

２９日(日) 「まんが偉人物語 ファーブル」(１１分)「金色の足あと」(１１分) 

３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) 

  
｢陽光桜-YOKO THE CHERRY BLOSSOM-」（１１４分）２０１５年 
 【監督】高橋玄 【出演】笹野高史, 的場浩司, 宮本真希, 野村宏伸, 川上麻衣子ほか 

愛媛県の「知られざる偉人」高岡正明氏がモデルのヒューマン・ドラマ。終戦から 70 余年－奇
跡の桜づくりに秘められた深い哀しみ。笑いと涙と家族愛に溢れた感動作。 

＊上福岡図書館では、上映前に「ふじみんぴんしゃん体操」を行います。参加希望の方は午後１ 
４０分までにお越しください 

館 月 開催日 時間 場所 その他 

大
井 

３ 
月 

４日(水)､1１日(水)､１８日(水)､ 

2５日(水) 

午前１０時 
～ 正午 

2 階 パソコン持参をおすすめします 

                     上福岡図書館のイベント・行事   問 合 せ 262-3710   
◆おりがみ教室  

日  時／３月２２日（日） 午前１０時３０分～１１時         
場  所／上福岡図書館 １階 エレベーター前                  
内  容／簡単でかわいい“おりがみ”をいっしょに折ってみよう！         
対  象／どなたでも  ３月のおりがみ  
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１０ 参考資料 

 

（１）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 
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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 

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） 
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（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。 

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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（２）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

２４４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） 
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（損害賠償） 

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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（３）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

１１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 
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（対面朗読等の利用対象等） 

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） 
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（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。 

(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。 
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（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） 

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。 
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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） 

（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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（４）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
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真、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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（５）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 次号の発行日から各号の半分まで。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 発行日から各号の半分まで 

（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各号の半分まで 

雑誌 最新号を除き、各号の半分まで。ただし1つの記事・論文が半分を超える場合は全部可。 

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 
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（６）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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（７）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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（８）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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（９）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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（１０）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  この覚書は、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づき、入間東部地区公共図書館の相互利用に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（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、富士見市立図書館鶴瀬西分館、富士見市立図書館ふじみ野分館、 

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、三芳町立図書館竹間沢分館 

（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、次に掲げるとおりとする。 

（１） 各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） 各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 

２ 前項の規定にかかわらず、埼玉県立図書館協力ネットワークを利用できない資料の提供は、当該自治体住民へのサービスに限

定する。 

３ 第１項第５号に掲げる主催事業は、必要に応じて当該自治体住民へのサービスに限定することができる。 

（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等の扱いとなるよう努めるものとする。 

（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、構成市町の館長又は図書館担当課の長が協議して定め

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、構成市町の館長名又は図書館担当課長名押印の上、各１通を保有する。 

  

 

平成２８年３月３１日 
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（１１）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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