やまばと通信

各館の休館期間およびブックポストのお知らせ
図書館

休館・休店期間

多摩市立図書館(本館)
東寺方図書館
豊ヶ丘図書館
関戸図書館
聖ヶ丘図書館
永山図書館
行政資料室

ブックポスト
※年末年始の設置はありません

12月29日(火曜）～
1月3日(日曜）

ブックポスト閉鎖期間
12月28(月)開館時間～
1月4日(月曜）開館時間

関戸・永山図書館に「セルフ貸出機」など導入！
より便利にスピーディーに貸出・返却できます！
令和2年10月から、関戸・永山図書館に「セルフ貸出機」「セルフ返却機」「予約受取コーナー」を
設置しました。操作は自動で簡単です。これまでのようにカウンターに並ぶことなく、スピーディーに
貸出等ができますので、是非ご利用ください。

（市役所第二庁舎）

唐木田図書館

12月28日(月曜）～
1月4日(月曜）

多摩ｾﾝﾀｰ駅ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙブック
ポスト(多摩法務局証明ｻｰ
ﾋﾞｽｾﾝﾀｰ前)

セルフ貸出機

ブックポスト閉鎖期間
12月27日(日曜)開館時間
～1月5日(火曜) 開館時間

1回10冊まで、まとめて貸出処理できます。借りたい
資料をセルフ貸出機に置いたら、
STEP1：利用者カードをバーコードリーダーで読取
STEP2：貸出点数を入力
STEP3：貸出資料のタイトルと点数を確認したら
「貸出」ボタンをタッチ

ブックポスト閉鎖期間
12月28日(月曜)午後3時
～1月4日(月曜)午前11時頃
・グリナード永山店

【ネコサポステーション】
グリナード永山店
貝取店
永山店

2020.11.1発行
第 240号
多摩市立図書館
042-373-7955

1月1日(金曜）～1月2日
(土曜）

・貝取店・永山店
12月31日(木曜）～1月3日
(日曜）

図書返却ボックス閉鎖期間
12月28日(月曜)12時
～1月4日(月曜) 各ステーション開
店時間

・貸出期間及び予約資料取置期間の延長のお知らせ
12月15日(火曜)～1月4日(月曜)
貸出期間は３週間
12月22日(火曜)～1月4日(月曜)
予約資料取置期間は２週間
ただし、返却期限日や予約資料取置期限日が休館日の場合は、翌開館日がそれぞれの期限日に
なります。また、図書館ホームページで貸出延長をする場合、1月4日(月曜)午後7時30分以降は
貸出期間が２週間になります。

～「やまばと通信」紙面充実のためのアンケートのお願い～
「やまばと通信」今号及びバックナンバーをご覧いただき、感想、要望をお寄せください。「紙面
充実のためのアンケートのお願い」にご記入の上、各館に設置してあるやんばとＢＯＸに投函して
ください。よろしくお願いいたします。
アンケート実施期間：１１月１日（日曜）～１２月２５日（金曜）

※セルフ貸出機を利用できない資料
①都立図書館等他自治体から借用した資料、②布の絵本、
③その他エラーメッセージが表示された資料

セルフ返却機
返却は「本の返却口」に資料を入れるだけです。
資料は破損防止のため、1点ずつ入れてください
※「セルフ返却機」を利用できない資料
①都立図書館等他自治体から借用した資料、②ＣＤ、
③返却口に入らない大型の資料

予約受取コーナー
セルフで予約本の照会と受け取りができます。
STEP1：「予約照会機」に利用者カードをかざして、
受取案内レシートの発行
STEP2：受取案内レシートに表示された場所から
予約資料を受け取る
STEP3：セルフ貸出機で貸出手続き
※セルフ貸出機を利用できない資料
①都立図書館等他自治体から借用した資料②布の絵本、
③その他エラーメッセージが表示された資料

「各課連携企画展示」

唐木田図書館「ここがおすすめ！」

地域の課題解決など、暮らしに役立つ情報や市のニュースを提供するために、市役所各課の事業
と連携した企画展示です。
〇連携課：多摩市文化振興財団
〇テーマ：人と植物の関係を紹介する
〇実施館：図書館本館
〇期間：１１月

―地域住民が集う、活気ある複合館―

多摩丘陵の生物と人との関わりを資料を用いて
紹介します。これからの持続可能な社会を考え
るきっかけとなることを目的とした展示です。

唐木田図書館は、平成２３年に開館した市内で最も
新しい図書館で、地域住民の活動拠点・憩いの場とし
て建てられた「からきだ菖蒲館」の中にあります。唐
木田駅から程近く、木のぬくもりを感じられる館内に
はコミュニティセンター・児童館・カフェがあり、お
互いに協力してイベントを行っています。
雑誌と新聞を読めるブラウジングコーナーは、図書
館の閉館時間後も、菖蒲館が閉まるまで利用でき、落
ち着いた夜の時間を味わえます。
唐木田図書館では特に展示に力を入れており、おお
よそ月替わりの大人向け／子ども向け／ティーンズ向
け展示、日替わりの「今日の一冊」展示をお届けして
います。季節や人気ジャンル、お届けしたいテーマな
どに合わせた展示は、足を止めてじっくりご覧になる
利用者様もいらっしゃいます。

「植物と人」の関わりについて書かれた資料をご紹介します。
・『植物になって人間をながめてみると』緑ゆうこ／著 紀伊國屋書店 請求記号：F1ﾐﾄ
・『植物は人類最強の相棒である』田中修／著 ＰＨＰ研究所 請求記号：471
・『植物はヒトを操る－人と自然をとらえなおす－』いとうせいこう／著・竹下大学／著
毎日新聞社 請求記号：470.4
・『日本人は植物をどう利用してきたか』中西弘樹／著 岩波書店 請求記号：Ý471.9
・『香料植物』（ものと人間の文化史）吉武利文／著 法政大学出版局 請求記号：617.6
・『木々は歌う－植物・微生物・人の関係性で解く森の生態学－』D．G．ハスケル／著
屋代通子／訳 築地書館 請求記号：653.12
ぜひ展示もご覧ください！！

～図書館職員「おすすめ」の本～
2017年公開のドキュメンタリー映画「人生フルー
ツ」に登場したご夫妻。修一さんと英子さんは、建
築家レーモンドの「夏の家」を模した木の家で、土
を耕し、キッチンガーデンを作り、食事はもちろん
お菓子もお茶も靴下も手作りの生活。「自分ででき
ることは自分で」をモットーとした丁寧な暮らし。
本当の豊かさとは何かを教えてくれます。
修一さんは現役時代に日本住宅公団で高蔵寺ニュ
ータウンなどの建設に携わり、人工的な団地ばかり

ではなく自然地形を活かしたまちづくりを目指して
いたとか。その後の多摩ニュータウン開発にも影響
を与えたかもしれないと考えると、修一さんがぐっ
と身近に感じられます。
また、英子さんのお料理やこだわりの道具などを
『ときをためる暮らし－ききがたり
－』 自然食通信社 2012年
つばた英子・つばたしゅういち
請求記号590.4

写真で紹介している、こちらの本もおすすめです。
『あしたも、こはるびより。』 2011年／『ひでこ
さんのたからもの。』2015年／『きのう、きょう、
あした。』2017年（主婦と生活社）

中央図書館整備だより
第４話「蔵書について②」

多摩市立図書館では、令和５年５月(※)の開館を目指して、中央図
書館の整備に取り組んでいます。「中央図書館整備だより」では、
中央図書館の新しい取り組みにスポットを当てて紹介していきます。

中央図書館の開館時の蔵書冊数の目標は２０万
冊です。現在の本館が約11万冊なので、倍近くの冊
数にする計画です。
そのため、現本館の蔵書に加えて、購入や移管に
より資料を確保します。購入では、これまでの図書購
入費による資料購入のほか、今年度からは中央図書
館用資料の予算を増額し、資料の充実を図っていき
ます。また、今後は市内全館の蔵書構成やバランスを、
より地域のニーズに沿った魅力的なものになるよう見
直します。そのうえで、各館から中央図書館へ資料を
移管することで、図書館全体の資料の再編を行って
いきます。
中央図書館では、多摩市立図書館の基本方針であ
る「市民の『知る』を支援する」の更なる実現のため、
各分野の入門書・概説書から専門書や辞書・事典等
の参考図書までそろえ、幅広い蔵書構成を目指します。

中央図書館（２階）イメージ図
※令和2年6月から8月にかけて実施した中央図書館
建設工事等の入札が不調となりました。建設工事の
開始が遅れるため、事業スケジュールを見直し、今後
は、開館の目標時期を令和4年11月から令和5年5
月に変更し、改めて入札手続きを進めていきます。

やまばと通信

各館の休館期間およびブックポストのお知らせ
図書館

休館・休店期間

多摩市立図書館(本館)
東寺方図書館
豊ヶ丘図書館
関戸図書館
聖ヶ丘図書館
永山図書館
行政資料室

ブックポスト
※年末年始の設置はありません

12月29日(火曜）～
1月3日(日曜）

ブックポスト閉鎖期間
12月28(月)開館時間～
1月4日(月曜）開館時間

関戸・永山図書館に「セルフ貸出機」など導入！
より便利にスピーディーに貸出・返却できます！
令和2年10月から、関戸・永山図書館に「セルフ貸出機」「セルフ返却機」「予約受取コーナー」を
設置しました。操作は自動で簡単です。これまでのようにカウンターに並ぶことなく、スピーディーに
貸出等ができますので、是非ご利用ください。

（市役所第二庁舎）

唐木田図書館

12月28日(月曜）～
1月4日(月曜）

多摩ｾﾝﾀｰ駅ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙブック
ポスト(多摩法務局証明ｻｰ
ﾋﾞｽｾﾝﾀｰ前)

セルフ貸出機

ブックポスト閉鎖期間
12月27日(日曜)開館時間
～1月5日(火曜) 開館時間

1回10冊まで、まとめて貸出処理できます。借りたい
資料をセルフ貸出機に置いたら、
STEP1：利用者カードをバーコードリーダーで読取
STEP2：貸出点数を入力
STEP3：貸出資料のタイトルと点数を確認したら
「貸出」ボタンをタッチ

ブックポスト閉鎖期間
12月28日(月曜)午後3時
～1月4日(月曜)午前11時頃
・グリナード永山店

【ネコサポステーション】
グリナード永山店
貝取店
永山店

2020.11.1発行
第 240号
多摩市立図書館
042-373-7955

1月1日(金曜）～1月2日
(土曜）

・貝取店・永山店
12月31日(木曜）～1月3日
(日曜）

図書返却ボックス閉鎖期間
12月28日(月曜)12時
～1月4日(月曜) 各ステーション開
店時間

・貸出期間及び予約資料取置期間の延長のお知らせ
12月15日(火曜)～1月4日(月曜)
貸出期間は３週間
12月22日(火曜)～1月4日(月曜)
予約資料取置期間は２週間
ただし、返却期限日や予約資料取置期限日が休館日の場合は、翌開館日がそれぞれの期限日に
なります。また、図書館ホームページで貸出延長をする場合、1月4日(月曜)午後7時30分以降は
貸出期間が２週間になります。

～「やまばと通信」紙面充実のためのアンケートのお願い～
「やまばと通信」今号及びバックナンバーをご覧いただき、感想、要望をお寄せください。「紙面
充実のためのアンケートのお願い」にご記入の上、各館に設置してあるやんばとＢＯＸに投函して
ください。よろしくお願いいたします。
アンケート実施期間：１１月１日（日曜）～１２月２５日（金曜）

※セルフ貸出機を利用できない資料
①都立図書館等他自治体から借用した資料、②布の絵本、
③その他エラーメッセージが表示された資料

セルフ返却機
返却は「本の返却口」に資料を入れるだけです。
資料は破損防止のため、1点ずつ入れてください
※「セルフ返却機」を利用できない資料
①都立図書館等他自治体から借用した資料、②ＣＤ、
③返却口に入らない大型の資料

予約受取コーナー
セルフで予約本の照会と受け取りができます。
STEP1：「予約照会機」に利用者カードをかざして、
受取案内レシートの発行
STEP2：受取案内レシートに表示された場所から
予約資料を受け取る
STEP3：セルフ貸出機で貸出手続き
※セルフ貸出機を利用できない資料
①都立図書館等他自治体から借用した資料②布の絵本、
③その他エラーメッセージが表示された資料

R2.１１

「やまばと通信」
紙面充実のためのアンケートのお願い

「やまばと通信」今号、及び各図書館で配布しているバックナンバーをご覧いただき、
この用紙にご記入の上、各図書館に設置してあるやんばとＢＯＸに投函してください。
アンケート実施期間：１１月１日（日曜）～１２月２５日（金曜）
Ｑ１．令和２年度 5 月号から、紙面を小さいサイズ（A５サイズ）から大きいサイズ（A４）に
変更しました。読みやすさはいかがですか。
□とてもよくなったと思う
□少しよくなったと思う

□特に変わらない

Ｑ２．紙面の見やすさはいかがですか（タイトルや本文の文字の大きさなど）。
□とてもよくなったと思う
□少しよくなったと思う
□特に変わらない
Ｑ３．画像、書影を多く取り入れるようにしました。手に取りたい気持ちはいかがですか。
□とても手に取りたくなった
□少し手に取りたくなった
□特に変わらない
Ｑ４．本の情報を多く掲載するようにしました。読みごたえはいかがですか。
□とてもよくなったと思う
□少しよくなったと思う
□特に変わらない
Ｑ５．定期連載で、気に入ったものがあればチェックしてください。
□各課連携企画展示
□～図書館職員「おすすめ」の本～
□〇〇図書館「ここがおすすめ！」
□中央図書館整備だより
Ｑ６．今後、読みたいと思う記事があれば、ご記入ください。

ご協力、ありがとうございました！！
多摩市立図書館

