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 函南町立図書館は、2016年4月で開館してから３年たちます。そこで、あらためてりよう者のまん

ぞく度を計り、今後の図書館サービスの向上に活かすため、りよう者アンケートを行いました。 

 2015年12月に600まいのアンケート用紙を配ふし、400名の方から回答をいただきました（回答りつ

66.67%）。ごきょうりょくありがとうございました。けっかの一部をごしょうかいします。 

●みなさまからいただいたご意見の中から一部ごしょうかいします 

●図書館のりよう目てきとまんぞく度について 

●図書館にかんするじょうほうの 
 入手方ほうについて 

やっぱり本やざっしをかりる 

ために来る人が一番多い 

ようですね！ 

開館時間に対しては多数のご意見を 

いただきました。図書館からの回答 

もごらんください。 

ちなみに、サービスを知らない・りよう 
したことがないわりあいが高かったものは 
 1．おはなし会（47.50%） 
 2．図書館だより（41.50%） 
 3．読書きろくシールき（40.50%） でした。 

ホームページは、10代～40代のりようが 

多いようです。また、館内けいじは40代 

い上の方がよく見てくださっています。 

すべてのけっか、ご意見に対する図書館からの回答は、館内けいじ・ 

図書館ホームページでごかくにんください。 

本やざっしをかりる 58.58%
勉強や調べもの 15.86%
図書館の中で本やざっしを読む 13.81%
ＣＤやＤＶＤをかりる 5.04%
その他 3.92%
図書館の中で新聞を見る 2.61%
図書館の中でＤＶＤなどを見る 0.19%

今日図書館に来た目てきはなんですか
（ふく数回答可）

図書館しょく員のたい度や対おう 83.75%
自動かしだしき 79.75%
かしだし点数 78.50%
開館日数 75.25%

まんぞく度が高いサービス
（まんぞく・ややまんぞくのわりあい）

ＣＤ・ＤＶＤのぞう書数やしゅるい 19.75%
開館時間 13.75%
ちゅう車場の数 12.75%
えつらんせき（学習席ふくむ）の数 11.75%

まんぞく度がひくいサービス
（ふまん・ややふまんのわりあい）

館内けいじ 28.54%
どこからもじょうほうをえていない 25.83%
当館ホームページ 22.52%
広報かんなみ 14.56%
しょく員からのあんない 3.88%
当館図書館だより（ｉ広報誌ふくむ） 3.30%
その他 1.36%

図書館にかんするじょうほうを主に何から
えていますか（ふく数回答可）

お客様より
＊当館の開館時間については、開館時に近りんの図書館などのじょうきょうなども見ながら決
めさせていただきました。すぐにへい館時間をへんこうすることはおやくそくできませんが、
今後図書館協議会委員の意見などもふまえて考えていきたいと思います。

図書館より

＊へい館時間をのばしてほしい。

お客様より ＊開館時間を９時からにしてほしい。

図書館より

＊当館では毎日、開館までの時間、お客様をむかえ入れるための開館じゅんびを行っていま
す。前日ブックポストに返きゃくされたしりょうの返きゃくしょりや本だなの整理整とん、み
な様からいただいた予やく本のじゅんびなどです。この開館じゅんびの作業はお客様に気持ち
よく図書館をりようしていただくためにかかせないじゅんびです。開館時間を９時にした場
合、この作業時間が十分取れず、お客様にごめいわくをかけてしまうことが考えられます。今
後、作業の見直しなどを行い、作業をはぶくことなく９時開館がかのうかどうかのけんとうを
行っていきますが、当面の間９時30分開館で行っていきますので、ご理かい・ごきょうりょく
をおがねいもうし上げます。
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☆２階 とくしゅうてんじ　「お花見」

 　　

　　図書館では、毎月きせつに合わせてとくしゅうてんじコーナーをもうけています
　　(３/３～３/24)。　※てんじ中の本もかりることができます。

☆１階 とくしゅうてんじ　「見つけよう　春のおとずれ」

☆１階とくしゅうてんじのしょく員オススメ本☆

タイトル 作者

いいことってどんなこと
神沢　利子／作
片山　健／絵

はるをさがしに 亀岡　亜希子／作・絵

ほわほわさくら
ひがし　なおこ／作
きうち　たつろう／絵

☆２階とくしゅうてんじのしょく員オススメ本☆

タイトル 作者

おもしろくてためになる
桜の雑学事典

井筒　清次／著

江戸の花競べ 小笠原　左衛門尉亮軒／著

桜と日本文化 小川　和佑／著

河合　知子／著

☆２階 ちいきとくべつてんじ　「らく農の里　かんなみ」

☆２階ちいきとくべつてんじのしょくいんオススメ本☆

タイトル 作者

わたしたちの函南町
2014年改訂版

函南町地域学習副読本
編集委員会／編

丹那地域風土記 服部　司孝／編

牛乳を搾る暮らしと
飲む暮らし

とくしゅうてんじコーナーのお知らせ 

 さくらや菜の花をはじめ、たくさん

の花がさくきせつとなりました。お

花見にでかけたくなりませんか？お

花見にあいそうなりょうりの本や、

春の花についての本、花にちなんだ

しょうせつなどをごしょうかいしま

す。お花見を楽しみたい方はさんこ

うに、そんな時間がないという方も、

どうぞ春の気分を味わってください。 

  

 

 函南町はどうしてらく農がさかんなのか

知っていますか？  

 らく農のれきしや色々なにゅうせいひ

んについてのかんたんな本やらく農家さ

ん向けの本を集めました。 

 身近ならく農について知りましょう。 

はっと気づくと、日が落ちる時間がおそ くなり、 

るんるんはずむように動物や植物たちが動き出し、 

がたがたふるえる寒さが少しゆるんできました。 

きこえてきます。鳥のさえずり、風の音。 

たのしいきせつがやってきました。 

 春のおとずれを、本を開いて 

       さがしてみましょう。 

 



　

 童謡「ぞうさん」で知られる詩人、まど み

ちおさんがこどもたちにあてて送った手紙です。

「どうかみなさん、まいにちを、むだにしない

で、げんきいっぱいにやってください。」 

 毎日嫌なことがあるかもしれない。めんどく

さいと思うことがあるかもしれない。でも、ま

いにちを大切に、どんなことでも一生懸命に

やってみると、意外と楽しかったり、毎日がキ

ラキラしてきます！ 

 子どもたちに向けての本ですが、大人が読ん

でも、背中を少し押してくれる本です。(Ｍ） 
 

『こどもたちへ  

  まどさんからの手紙』 
 まど みちお／作    

   講談社 

 159マ（１階開架） 

『ワンダー』 
R.J.パラシオ／作 

中井 はるの／訳 

ほるぷ出版 

933ハ（1階開架） 

 この本の主人公は、オーガスト・プルマン。 

「ふつうの男の子 ただし、顔以外は」 

 

 生まれつき顔に障がいのある10歳のオーガ

ストとオーガストをとり巻く家族や先生、同

級生たちの思いや考えがそれぞれの視点から

描かれています。 

 同じ一日を過ごしていても、一人一人違う

感じ方があり、それを知ることが大切で、

「思いやり」や「優しさ」を持つことの意味

を改めて考えさせられる一冊です。（Ｙ） 

 

図書館職員の 

オススメ本紹介 

今月のYA特集展示は「文房具」です。 

 あなたのお気に入りの文房具はありますか？ 

 芯がすぐ折れる、ペンで書いた文字がにじむ、イ

ンクがすぐでなくなる、なんだか使いにくい… 

なんて、文房具に対して嫌な思いをしたことはあり

ませんか？ 

 たかが、文房具。されど、文房具。 

 毎日使うものだから、自分にあったものを使いた

くありませんか？ 

 「そんなにこだわりないし…」 

 いやいやいや！せっかく使うなら、お気に入りの

ものを使った方が楽しく過ごせると思いますよ♪ 

 おおげさですか・・・？ 

 本を読んでみれば、文房具の良さが分かります。

著者の文具に対しての熱い想いを感じられますよ。 
 

職員が本気でオススメしたい本、本当は

内緒にしておきたい本を紹介します！ 

請求記号

750ウ

754.9マ

589.7コ考える鉛筆 小日向　京／著

☆YA特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者
レトロかわいいアンティーク

手づくり文房具
宇田川　一美／著

マスキングテープと紙でつくる
パリジェンヌの手づくり雑貨

エディシォン・
ドゥ・パリ／編



　

函南町立図書館 

開館時間

火・木・金曜日 午前９時３０分～午後６時００分

水曜日 午前９時３０分～午後８時００分

土・日曜日・祝日 午前９時３０分～午後５時００分

図書館開館カレンダー  

＊休館中の本の返却はブックポストをご利用ください。 

函南図書館だよりはホームページからも見られます。 

「函南町立図書館」で検索 

ホームページ右上「図書館情報」 

「図書館発行紙」をクリック！ 

  ホームページでオススメ本をチェックしよう！ 

休館日 

おはなし会 

（10：30～11：00） 

おはなし会 

（15：30～16：00） 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

平成28年3月

図書館のりよう者カードには、有こう期げんがあります。 

有こう期げんは、登ろくした日から３年です。開館前に事前登ろくをされ

た方は、４月７日が登ろくした日となります。 

有こう期げんをすぎてしまうと、かし出や予やく・リクエストができなくなり

ます。 

こうしんするには、どうすればいい

① 身分しょうと図書館のりよう者カードを持ってカウンターに来

てください。（※町外にすんでいる方は、お住まいの市町の

図書館のカードもごていじください。また、ざいきん・ざい学

の方は、きんむ先・通学先が分かるものもごていじくださ

い。） 

② 住所や電話番号などのへんこうがある場合は、その場でへ

んこうとどけの記入をしていただきます。 

引きつづきお使いいただけるよう、期げんが切れる前にこうしんの手

つづきをおねがいします。 

りよう者カードのこうしんをおねがいします。 

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

平成28年4月

2

おはなし会スペシャル 

（14：00～15：00） 


