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利用者アンケート
１０月２７日（火）～１１月８日（日）の間、来館された皆様に利用者アンケートをお願いしま
した。
あなたがどのくらい満足しているか教えてください
①お探しの本（資料）は、ございましたか
②館内案内図や書架の表示、カウンターの案内などはわかりやすいですか
③職員の対応はいかがですか
④他の図書館からの本の取り寄せの期間や手続きについてはいかがですか
⑤資料検索機、インターネット等のパソコンでお探しの情報は得られましたか
⑥調べものや探している本のことで、職員に相談したときの回答は的確でしたか
数字は％表示

９４件の回答をいただき、総合評価で「非常に満足」「満足」は７９％となりました。
各項目の「利用なし」「未記入」を除いた「非常に満足」「満足」の割合は次のとおりです。
① 資料の利用７３％ ② 館内案内や書架・カウンターの表示７７％
③ 職員の対応９１％ ④ 他館からの取り寄せ８０％
⑤ 検索機器・インターネット機器利用７５％ ⑥ 調べものに対する相談回答８４％
いただいたご意見を参考に、今後もより一層サービスの充実に努めて参ります。
お忙しい中、アンケートにご協力をいただきありがとうございました。

情報発信拠点を目指して
資料や情報を収集し、利用者の皆様に使いやすい形に整理して発信していく
ことも図書館の役割のひとつです。
西部図書館では、医療・健康情報サービス、講座の開催、資料展示、調べ方
案内（パスファインダー）の作成、公式 Twitter などをとおして情報発信を
行ってきましたが、令和２年から県立図書館（３館）で新たに情報ガイド
「図書館から世界（ニュース）が見える」の発行をはじめました。

「図書館から世界（ニュース）が見える」とは
いま話題になっているニュースをテーマとして、概要や考えるためのヒント、
社会的な問題の解決に取り組むための実践事例、文化への理解を深めるために
役立ちそうな資料や情報を選りすぐって紹介しています。
図書館が閉まっている時間でも情報にアクセスできるように、
図書や雑誌だけでなく、インターネット上の情報も掲載している
点が特徴です。（掲載情報は発行当時のものです。）
「図書館から世界（ニュース）が見える」は県立図書館ホーム
ページからダウンロードすることができます。
（https://www.library.pref.chiba.lg.jp/reference/toshoseka/index.html）
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写真：「食品ロス」の号に掲載した
図書と雑誌。このほかにインター
ネット上の情報も掲載した。

県立図書館の公式 Twitter では、
「図書館から世界が見える」の
発行情報のほか、展示やイベント案内などを配信しています。
県立図書館のホームページからも見られます。

⇒ https://twitter.com/chibaken_lib

講座「サイエンス・カフェ」を開催
－講座のテーマ「スペイン風邪」関連図書をご紹介します－

西部図書館では１１月７日（土）、県民向け講座「サイエンス・カフェ」を開
催しました。当日は、千葉県立中央博物館 主任上席研究員 内田 龍哉 氏から
「過去に学ぶ インフルエンザ・パンデミック（スペイン風邪）～１００年前、
日本人はいかに戦ってきたか～」をテーマに、ご講演をいただきました。
講演では、１００年前世界的規模で発生した「スペイン風邪」に、日本がどの
ような被害を受け、対策を行ったかなど、事例を交えてお話をいただきました。
＜当館が講演当日に紹介した「スペイン風邪」関係資料一覧＞
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千葉県立図書館では年に 1 回、特別整理期間として休館し、蔵書点検を実施
しています。この期間は貸出・返却もストップし、職員全員で次のような作業
を行います。【今年度の日程：令和 3 年 2 月 2 日（火）～10 日（水）】
１ 照合
西部図書館にある約２８万冊の資料には全てバーコードが貼っ
てあり、それを携帯型の端末で１冊ずつ読み取ります。
読み取ったデータとパソコンのデータを付き合わせると、行方
不明になっている資料や間違った場所に配架されている資料がわ
かります。行方不明になった資料は、職員が館内をくまなく探し、
それでも見つからなかった資料が不明資料となります。
２ 書架整理
棚の掃除を行い、図書が請求記号どおりに正しい場所に並んでいるか確認し
ます。また、資料が増えて一杯になった書架は、資料をずらしてスペースを確保
したり、利用の少ない資料を書庫に入れたりして、新刊のためのスペースを確保
します。整理中に見つかった、補修が必要な資料の修理も行います。
３ 蔵書点検期間中の利用
県立図書館では、蔵書点検期間中でも、県立図書館の
ホームページから、所蔵資料の検索や本の予約（※）、
調査相談等に応じています。
市町村立図書館等読書施設へ直接申し込まれた資料は、
ご利用いただけますので、お近くの図書館等へお問い合わせください。
※本の予約をする場合は、県立図書館の資料貸出券番号とパスワードが必要です。

検索したデータではあるはずの本が実際には棚になかった、といった不具合
をなくすためにも、蔵書点検は図書館にとって大切な作業です。
休館になりご不便をおかけしますが、ご理解くださるようお願いいたします。
編集後記
昭和の時代、県立図書館の蔵書点検の照合は、
二人一組の作業で、一人が目録カードの請求記号
と書名を読み上げ、もう一人がその本が所定の位
置にあるか確認していました。大先輩と組んだと
きや難読書名に当たったときなどは大変緊張し
ました。懐かしい思い出です。
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