
ブックポストのご案内 

図書館が閉館している時間に本を返却するためのポストです。開館時

間中は図書館カウンターへお返しください。 

設置場所 利用時間 備考 

東寺方図書館 17:00～翌 10:00 
木曜日・祝休日は 

24 時間 豊ヶ丘図書館 
平日  18:00～翌 10:00 

土日  17:00～翌 10:00 

関戸図書館 
平日  19:30～翌 10:00 

土日祝 17:00～翌 10:00 

木曜日は 24 時間 

図書館入口前及び活

動室前に設置（入口

前のものは商業施設

休業日は利用できま

せん） 

聖ヶ丘図書館 
平日  18:00～翌 10:00 

土日  17:00～翌 10:00 

木曜日・祝休日は 

24 時間 

永山図書館 

毎朝     5:00～ 9:30 

平日   19:30～24:00 

土日祝  17:00～24:00 

24:00～翌 5:00 は 

利用できません 

唐木田図書館 
平日  18:00～翌 10:00 

土日  17:00～翌 10:00 

月曜日・祝休日は 

24 時間 

行政資料室 
17:00～翌 8:30 土日・祝休日は 

24 時間 

多摩センター駅バスターミナル 

（多摩法務局証明サービスセンター前） 

24 時間 

※年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）は利用できません。 

※ＣＤなどこわれやすいものや、それらが付属されてい

る本・雑誌、都立図書館・他市図書館からの借用図書、

汚損破損してしまった資料の返却はブックポストにはで

きません。開館している図書館の返却カウンターでお返

し下さい。 

 やまばと通信
第９回子ども読書まつり《ほんともフェスタ》 

～ほんはともだち ほんとにともだち～ 開催します。 

（写真は昨年度のほんともフェスタです） 

 

「子どもの読書活動の推進」をテーマとして、毎年実施しています。 

今年も多くの方のご来場をお待ちしております。 

・期 間：平成２９年３月２日（木）～３月３１日（金） 

・内容と日時（予定） 
（１）多摩市立小・中学校、ボランティア団体の本に関する活動の展示 

  ・永山会場（グリナード永山２階館内正面入口広場） 
３月 ２日（木）～３月 ５日（日） 

・本館  ３月１６日（木）～３月３１日（金） 
（２）旧富澤家での特別おはなし会（各館でもおはなし会を随時開催） 

３月２６日（日）午後１時３０分～４時 
（３）講演会＆ワークショップ（本館２階閲覧室）※要申込、定員40名まで 

講師：岩佐めぐみ氏（童話作家・市内在住） 
３月１８日（土）午後１時３０分～３時３０分 

★詳しくは、図書館等で配布するチラシをご覧ください★ 
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～本館サービス係から～ 

『道をひらく』 

松下幸之助著 ＰＨＰ研究所 1968年 

 松下幸之助は、9歳で丁稚奉公に出され、苦労を重ねて一代でパナソニ

ックの土台を築きあげました。本書は機関誌の裏表紙に連載してきた短文

の中から121篇を選んでまとめたものです。経営の神様と言われた著者の

一言一言は、簡単でありながら、何度も読み返し考えてしまうもの、何年

か経ってやっと意味の分かるものなど重みがあります。4月から新しい環

境で歩みはじめる方、また、日々を大切に過ごしている方にとって、悩ん

だ時、迷った時に道しるべになってくれる一冊です。初版から約50年経ち

ますが、著者が日本という美しい国を愛し、少しでも国を良くしようと取

り組んだ姿勢は、もう一度考え直すきっかけになります。 

 

～本館企画運営係から～ 

△リーディングトラッカー 

△リーディングルーペ 

△カウンターに設置 

～永山図書館障がい者サービス担当から～ 

 

活字が読みにくい方へのサービスのご案内 
 

 
 

 本を読むとき、字が細かすぎたりすると、途中でどこを読んでいるの

かわからなくなることはありませんか？また活字がゆがんで見えるなど、

活字を読むことが苦手な方もいます。 

このような方々の読書の手助けとなる道具として、図書館では、全館

にリーディングトラッカーとリーディングルーペを設置しています。リ

ーディングトラッカーを使うと、本などを読むときに両隣の行を隠して

一行ずつ読め、視点を集中して読むことができます。また背景色を読み

やすい色、７色から選べます。リー

ディングルーペは、文字を２倍に拡

大して読むことができます。リーデ

ィングルーペの背景色は黄色１色の

みです。館内の閲覧用としてカウン

ターに設置していますので、活字が

読みにくいと思われたときは、ぜひ

使ってみてください。 

 

 

 

    

 

 

 

                  

 

 

                   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

― 多摩市立図書館本館再構築基本構想 

策定委員会の開催状況 ―  
 

策定委員会も予定していた全 

7回の会議が終了しました。これ

まで、グループヒアリングや市

民フォーラム、パブリックコメ

ント等で、利用者の皆さんから、

たくさんのご意見をいただきな

がら、「多摩市にふさわしい図

書館システム・中央図書館」に

ついて審議を重ねてきました。 

これらを「図書館本館再構築基本構想」としてまとめ、3月中旬を目途に皆

さんにお知らせする予定です。 

基本構想の精神は、平成29年度に策定を予定する基本計画へと引き継がれ

ていきます。今後とも、市民の皆さんのご意見をいただきながら検討を進め

ていきます。 

 
※ 策定委員会の審議の詳細については、多摩市公式ホームページをご覧ください 
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