
蔵書点検結果のご報告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 今年の２月７日（月）から１４日（月）に実施した蔵書点検にご協力いただきありがとうござ

いました。 

 この蔵書点検は、所蔵資料の状況確認、行方不明資料の調査等を目的に実

施しております。 

 今回の蔵書点検での所在資料不明数は、蔵書資料数 550,806 点の内

1,262 点でした。（前回実施時には 1,425 点。） 

 詳しい結果は下表のとおりです。所在不明資料のほとんどが貸出の手続き

がされないまま、持ち出されたものと思われます。 

《蔵書点検結果》 

 図書 雑誌 視聴覚 絵画 合計 

所蔵資料数（点） 524,627 14,509 11,574 96 550,806 

不明資料数（点） 1,209 46 7 0 1,262 

不明率（％） 0.23 0.32 0.06 0 0.23 

 

所在不明資料は図書が大半で、一般・児童別ですと、一般図書が多く、中でも所在不明資料数

の多い分野は下記のとおりです。 

<不明資料の多い分野>（一般図書） 

○社会科学（政治・経済・社会・教育等） 

○自然科学（物理・化学・生物等） 

 ○技術・工学（工業・建築等） 

 図書館の資料は市民の皆さんの貴重な財産です。所在不

明資料対策として、資料の一部を書庫で管理することをさ

らに進め、また職員による館内巡回を強化します。 

 貸出の際は、必ずカウンターまで資料をお持ちいただき、

手続きをしてくださるようお願いします。 
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紛失しないよう、新

刊図書の一部も書

庫に入れます。 

図書館についてのお問い合わ

せは、下記のもよりの図書館ま

でどうぞ。 

★ 大森図書館 ・・42-8686 

★ 小林図書館 ・・97-0005 

★ そうふけ図書館・・45-2566 

★ 小倉台図書館・・47-5511 

★ 印旛図書館 ・・80-3850 

★ 本埜図書館 ・・97-3210 



 

楽しかったよ！～行事報告～ 

 

自然と人と文学と「水辺の文学

フィールドを遊歩する（草深地区の巻）』 

昨年に引き続き、水辺の文学インフォメーシ

ョン館との共催で、同館主宰者の佐藤純夫さん

を講師に迎え、現在住宅地である「草深（そう

ふけ）」地区の移り変わりを学びました。 

大震災の後、自分の住む土地がどういう状態

だったかを調べる方が増えていることを前ふ

りに、「草深」の地形、産業、現在に至るまで

の経緯などを学びました。参加者の皆さんに

は、引用した資料から現在とは全く違う広い平

原、原野だった様子が思い浮かんだでしょう

か？ 
 

「ブックリサイクル」  

（小倉台図書館） 

天気にも恵まれ、初日は

71 人、2 日目は 41 人も

の方が並んで、午前 9 時の

開場を待っていただいた盛

況ぶりでした。 

９月には大森図書館でも

開催する予定です。ぜひ足

をお運びください。 

6/4-5 

5/31 

 

おはなし会においでよ！ 
図書館では定期的におはな

し会を行っています。 

大きな絵本や紙芝居、季節や

行事にぴったりの、楽しいおは

なしをご用意してお待ちして

おります。ぜひお気軽にお越し

ください。 

※都合により日程を変更する

ことがありますので、詳しい日

程については、各図書館にお問

い合わせ下さい。 

大森図書館 

（おはなし室） 

第２・第 4 日曜日  

午前 11 時～ 

小林図書館 

（遊戯室） 

第４土曜日  

午後 3 時～ 

そうふけ図書館 

（おはなしのへや） 

第 1・第 3 土曜日 午後 3 時～ 

第 2・第 4 土曜日 午前 11 時～ 

小倉台図書館 

（おはなし室） 

毎週木曜日  

午後 3 時半～ 

本埜図書館 

（おはなしｺｰﾅｰ） 

第３土曜日  

午前 10 時半～ 

印旛図書館 

（児童館） 

月１回開催。日程については印旛図

書館（℡80-3850）まで。 

 
①  謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉／著 

②  麒麟の翼 東野 圭吾／著 

③  ＫＡＧＥＲＯＵ 斎藤 智裕／著 

④  
もし高校野球のマネージャーがドラッ
カーの『マネジメント』を読んだら 

岩崎 夏海／著 

⑤  県庁おもてなし課 有川 浩／著 

⑥  放課後はミステリーとともに 東川 篤哉／著 

⑦  プラチナデータ 東野 圭吾／著 

⑧  あの頃の誰か 東野 圭吾／著 

⑨  ばんば憑き 宮部 みゆき／著 

⑩ 花の鎖 湊 かなえ／著 

 

ランク１位の「謎解

きはディナーのあ

とで」は、２０１１

年本屋大賞に選ば

れました。 

（平成２３年６月１０日現在） 

※上記の本は非常に人気があり、リクエストをしていただいても長期にお待ちいただく場合が

あります。ご了承ください。 

※上記の本で不要になったものがありましたら、ぜひ図書館にご寄贈ください。 

図書館 

人気の本 
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 著作権法第３１条１号にある複製（コピー）が図書館 

でできるポイントは、次の 6 点です。 

 

 

  
 
 
  

 

 

 

今回はこの項目の４を説明します。 

４ 複製できるのは著作物の一部分であること。 

この項目は、複写サービスによる著作権者の経済的利益に及ぼす影響を、なるべく少なくする

ために設けられました。 

「著作物」の一部分であることに注意しましょう。例えば、論文集では一つの論文が一つの著

作となりますので、一冊の本の中にいくつか著作物が含まれる場合があります。 

また、ここでいう「一部分」とは、一般的に一著作物の「半分以下」であるという解釈がされ

ています。これに基づくと、図書、雑誌など図書館にある冊子資料について、複製（コピー）で

きる範囲は次のようになります。 

《複製（コピー）できる範囲》 

図書 

論文・短編集 ・１つの論文や短編の半分まで。 

写真集・絵画集 ・１つの写真や絵画の半分まで。（１ページ以下のものは複写不可。） 

それ以外 
・基本的に、目次・奥付等を除いた本文の半分まで。上中下巻などに分

かれるものは１冊の半分まで。 

雑誌 
最新号 ・新刊は、各記事の半分まで。 

バックナンバー ・基本的に、各号の半分まで。 

新聞 
当日 ・当日分の新聞は、各記事それぞれの半分まで。 

バックナンバー ・基本的に、各号の半分まで 

地図 
住宅地図 ・見開き（２ページ）の半分まで。 

それ以外 ・基本的に、１冊（１枚）の半分まで。 

歌詞・楽譜 ・１つの作品の半分まで。 

 （以下、次号へ続く） 

‐３‐ 

やさしい著作権講座 10 

「複製できるのは著作物の一部分です。」 

‐著作権法第３１条のポイント③‐ 

１ （複製（コピー）できる資料は）図書館の資料であ

ること。 

２ （利用者の求めに応じて）図書館で複製（コピー）

できること。 

３ （利用者の）調査研究を目的として提供されること。 

４ 複製できるのは著作物の一部分であること。 

５ 公表された著作物であること。 

６ １人につき１部提供できること。 

節電へのご協力

のお願い 

図書館は現在通常通り開

館しておりますが、今後の

電力需要によっては、夜間

開館等変更する場合があり

ますのでご了承ください。 

また、引き続き館内の空

調及び照明について、使用

を控えさせていただきま

す。ご不便をおかけします

が、ご協力お願いします。 
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前号発行から間隔があきまして申しわけありません。この間震災があり、大量に図書

が床に落ちて、その整理のため臨時休館させていただいた館がありました。また窓口業

務も一時期停止し、その間はご迷惑をおかけして申しわけありませんでした。 

さて、この夏もさまざまな企画を行いますので、ぜひ足をお運びください。 （Ｉ） 

編集
後記 

「印旛沼って、いつからあったの？」

など、合併してより身近になった印

旛沼について、学びましょう。 

日時：８月 12 日（金） 

午前 10 時～正午 

対象：小学４年～中学 

講師：今井正臣氏 

（元佐倉市立根郷小学校校長） 

定員：２０名  

応募方法：７月２日（土）午前９時

から印旛図書館窓口または電話で。 

 

 

子ども向け講座 

「印旛沼って、どんな沼？」 

ともに申込不要。無料です。 

☆本埜図書館☆ 

日時：７月 16 日（土）午前 10 時半～   

場所：本埜図書館 

対象：幼児～小学３年まで。 

内容：大型絵本の読み聞かせやパネルシ

アターなど。 

☆大森図書館☆ 

日時：８月４日（木）午前 11 時～ 

場所：文化ホール 

対象：子どもから大人まで  

内容：すばなしや大型絵本の読み聞かせ

など。 

夏のおはなし会 
（本埜・大森図書館） 

「万華鏡」を作って、楽しく遊んで科学を体験しましょう。 

日時：７月 21 日（木）午前 10 時 30 分～ 

対象：小学４年～小学６年  材料費：１００円  定員：１２名 

応募方法：７月２日（土）午前９時から小倉台図書館窓口または電話で。 

 

科 学 

あそび 

（小倉台

図書館） 

夏休みに「一日図書館員」になってみませんか。 

全館７月９日（土）から各図書館で募集開始。詳しくは７月１日付「広報い

んざい」をご覧ください。 
<内容>カウンター作業、図書の整理、図書の装備など。 

<時間>午前か午後の２時間。 

 実施日 時間帯 対象 定員 

大森図書館 7月 26日（火） 午前（小１～３）・午後（小４～６） 各 10名 

小倉台図書館 8月 4日（木） 午前 小学４年～中学 10名 

そうふけ図書館 8月 18日（木） 午前・午後 小学５・６年 各４名 

小林図書館 8月 23日（火） 午前 小学３～６年 ３名 

 

 

図
書
館
探
検
隊 

図書館・これからの催し 


