こうばい

11

図書館で働く職員は、図書館を「本の森」と呼んでいます。
13
それは、森を散策するように、新しい出会いと発見に満ちて
いるから。魅惑的な森に誘われるように、１日約1,100人が
訪れ、それぞれの目的に合わせた利用をしています。
今月号では、
「図書館スタイルの提言」と題し、白河市立図
書館の魅力を皆さんにお届けします。

調べる Researching

問市立図書館☎㉓3250

Data of
the Shirakawa public library

図書館といえば、本などの資料を探す場所。充実した施設の一部を紹介します。
自分に合った調べ方

（２月21日現在）

地域交流会議室の利用は・・・

（平成24年４月～平成25年１月）

■月平均利用件数
■月平均利用人数

47件
2,304人

多感な10代の要望に応え
る本や雑誌を集めた「ティー
ンズコーナー」
。中央にテー
ブルを備え、本を通した交流
が可能です。

パソコンで調べる
館内には、本の検索や予約
ができる蔵書検索用のパソコ
ンや、インターネットが利用
できるパソコン（申し込みが
必要）があります。

子どもの年齢・感性に合っ
た絵本などを探すのを手伝う
「こどもサービスデスク」が
あります。お気軽にご相談く
ださい。

3
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新聞21紙、雑誌 178誌 を
取りそろえています。最新の
トレンドをつかむのに最適で
す。また、小学生向けの新聞
や英字新聞もあります。
※雑誌のバックナンバーは貸出可能

季節・流行を知る
毎月、季節に合わせた「大
人の本」
「こどもの本」を展示
しています。旬な話題にも役
立ちます。また、現在は新島
八重に関する本も展示。

ち

み さ と

家にいるようにリラックスできます！

すべての世代に配慮されています！
館内はクラッシック音楽が流れ
ていて、とても居心地が良いです。
また、子どもからお年寄りまで気
持ち良く利用していて、各世代に
配慮された施設です。

図書館職員に相談する
図書館の利用の仕方が分か
らない、本がどこにあるか分
からないなど、困ったことが
あれば何でもお気軽にサービ
スデスクへ。

し ら い たかのり

新聞、雑誌で時事を知る

わ

和知美里さん（豊年）

館内の照明が落ち着いていて、
家にいるようにリラックスできま
す。窓ガラスからの光で、本もと
ても読みやすいです。今後も勉強
に、読書に利用したいと思います。

■私が利用する理由

絵本の相談をする

■私が利用する理由

石井美咲さん（真舟）

図書館の利用は・・・・・・

若者が読みたい本を知る

■私が利用する理由
い し い み さ き

市立図書館データ

■来館者数
500,158人
■１日平均来館者数 1,092人
■貸出利用者数 163,368人
■貸出冊数
613,899冊

月 日、東京都内で「しらかわ大
使懇談会」が開催され、「本市をどう感
じているか。しらかわ大使として今後
どのような協力ができるか」をテーマ
に話し合いました。
今月号では、懇談会の内容を抜粋し
て皆さんにお届けします。

本の森 にようこそ

市立図書館は、ＪＲ白河駅西側に平成23年７月24日にオープ
ンしました。東西約100ｍの長さの勾配屋根を持つ建物は、歴史
的な景観を有するまちの新しいランドマークです。この複合文化
施設には、知の拠点となる図書館のほか、交流の拠点となる地域
交流会議室、地域産業を支援する白河市産業プラザ産業支援セン
ターが配置されています。
[図書館部分]
[開館時間] ▶平日：午前10時～午後8時
▶土・日・祝日：午前9時30分～午後6時
[休 館 日] ▶毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
▶毎月第１水曜日（祝日の場合は翌日）
▶年末年始（12月29日～1月3日）
▶特別整理期間（３月～４月） ※平成25年の特別
整理期間は18ページをご覧ください

■ 特集
図書館スタイルの提言

白河市立図書館 ～りぶらん～

ビジネスを知る
「産業支援コーナー」は、
ビジネス関連雑誌、時事に関
する資料（現在は原子力に関
する資料）や各種企業パンフ
レットを集めています。

白井貴典さん（神奈川県川崎市）

■私が利用する理由
たかさか み

え

高坂実恵さん（郭内）

本のジャンルの広さ・蓄積に感動！

子どもの笑顔が広がります！

実家が白河なので、帰省した際
に利用します。館内は広くて、他
の図書館にない解放感があります。
また、本のジャンルの広さ・蓄積、
新刊の入手の速さには驚きです。

子どもは１歳半ですが、図書館
に行くのがとても嬉しいようです。
子どもが共感する、良い本を一緒
に見つけられたらと思います。こ
れからも利用させていただきます。

広報白河
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Use of
the Shirakawa public library

図書館の利用

個性 Personality
各図書館の蔵書のラインナップ・雰囲気はそれぞれ。
地域にある図書館の特色

表郷図書館 （表郷庁舎２階）
表郷金山字長者久保２
注目!!
☎㉜4784
子どもと一緒に読書を楽
しむことができるキッズコ
ーナー が あ り、 フ レ ン ド
リーな雰囲気。

大信図書館（中山義秀記念文学館併設）
大信町屋字沢田25
☎㊻3614

注目!!

歴代の中山義秀文学賞
受 賞 作 品、 受 賞 作 家 の 作
品 な ど、 歴 史・ 時 代 小 説
が豊富。

東図書館（多世代交流センター）
東釜子字狐内47
☎㉞1130

注目!!

蔵書数4万2千冊のうち
絵本と児童書が1万9千冊。
寝転んで本が読めるキッ
ズコーナーも完備。

来館者50万人突破!!

２月21日に、市立図書
館 の 来 館 者 が 50万 人 を
達成しました。
50万 人 目 の 来 館 者 と
なった八 並信 雄さん（み
さか）に、市から花束と
記念品が贈られました。
八並さんは、
「 学生など
が多く集まる魅力的な施
設だと思います」と話し
てくれました。

図書館の利用は無料です。
本を借りる際には、
「図書館利
用カード」が必要です。図書館
利用申請書に記載後、名前と住
所を確認できるもの（免許証・
保険証・学生証など）と一緒に
サービスデスクにお申し込みく
ださい。図書カードは、市内４
図書館で利用でき、どの図書館
からも本の返却が可能です。

学ぶ

Learning

ウェブサイトからの予約は・・

図書館は、様々な「学び」のスタイルを提供します。

市内図書館の資料に対して、
ウェブサイトからの予約も可能
です。パスワードの設定が必要
ですので、サービスデスクにお
申し込みください。

ひとりで、親子で学ぶ

貸出冊数と期間は・・・・・
市立図書館の本の貸出冊数は
「借りる方が読める冊数」。つ
まり、ご自身が読めるなら、何
冊でも利用可能です。さらに、
期 間 は 21日 と 長 く、 利 用 者 の
視点に立ったサービスとなって
ています（視聴覚資料は３点ま
で）。自動貸出機も設置されて
います。

おはなしの小屋で学ぶ
素足で上がれる「おはなし
の小屋」
。赤ちゃんを膝にの
せて絵本を読んだり、のびの
びと本と触れ合うことができ
ます。

大きな机で学ぶ

カウンターで学ぶ

音と映像で学ぶ

外の景色を眺められるカウ
図書館では、ＣＤやＤＶＤ
も集めています。貸出のほか、 ンター机。多くの世代が利用
してます。外を見て、目を休
ブースでは試聴することがで
める使い方が多くの皆さんに
きます。
好評です。

館内には大きな長机やパソ
コンの電源がとれる机があり
ます。ブース型の机とは違っ
た気分で読書したり、調べも
のをすることができます。

10万冊以上の本で学ぶ
２階の一般書フロアには、
約９万冊、書庫も含めれば
10万冊以上の本があります。
人生を豊かにする新たな本と
の出会いが待っています。

本のリクエストは・・・・・
図書館に蔵書のない本は、サ
ービスデスクにお気軽にご相談
ください。

いこ

交流 Exchange

憩う Enjoyhing

図書館機能にプラスアルファ。人が集まる理由がここにもある。

Library topics
すごい!!

始めて利用する方は・・・・

読書した後は、ホッと一息つきたいもの。図書館には休憩する場があります。

交流の場とともに、地域の企業を応援する新しい図書館施設

休憩の楽しみ方

絵本や子どもの本を読む
１階の「児童コーナー」で
は豊富な絵本や本をそろえ、
子どもの読書欲に応えていま
す。読み語りや、調べ学習に
もご活用ください。

やつなみ の ぶ お
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白河市産業プラザ

▲鈴木市長から花束を受ける八並さん

2013.３.１（Ｈ25）

白河地域における産業振興
等を図るため、館内に「市産
業プラザ産業支援センター」
を設置。知の集積と産業振興
を一体的に行っています。

地域交流会議室
市民の活動の拠点として、
小会議室と中会議室を配置し
ています。また、エントラン
スホールも、ギャラリーとし
て利用できます。

カフェで憩う
図書館内にある「カフェり
ぶらん」は、落ち着いた雰囲
気の喫茶店。美味しいコーヒ
ーとケーキを食べながら、友
人との会話も弾みます。

景観で憩う
館内の窓から、四方の景観
を楽しむことができます。２
階北側のカウンター席から眺
める小峰城跡は、気分転換に
なること間違いなしです。

２階テラスで憩う
２階テラスには、テーブル
とイスが設置してあり、お昼
どきになるとお弁当を食べて
いる人も。図書館で飲食もで
きる場所です。

※閲覧席では水筒や蓋つきペットボトル可

広報白河
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