こんにちは。

雪うさぎ

です。
住所：永山１－５ベルブ永山３階
（３３７）－６２１１

永山図書館は、永山駅近くのベルブ永山３階にあります。平成 22 年度の個人貸出冊数は約 53 万
冊にもおよび、市内の図書館でもっとも利用の多い活気のある図書館です。
（多摩市全体の貸出冊数

永山図書館」

「予約かご（一括予約）
」

p.4 p.3
「こんにちは

このやまばと通信の中に「やんばとくん」

が、かくれています。どこでしょう？

八 王 子 市 松 が谷 在 住 の 大 部 さ ん か ら 、 あ た た か な 気 持
ちになれるイラストをいただきました！

表 紙 の イ ラ ス ト 募集 中 で す 。 応 募 原 稿 に 併 せ て 、 お 名
前・ご連絡先を記入した用紙を、多摩市内の最寄の図書
館にお持ちください。

～主な記事～

１９４号

2011

年人気のあった本は？」

情報誌

「

多摩市立図書館

思うかな

p.2 p.1
「巻数順貸出（シリーズ予約）
」

やまばと通信

読書したいと

は約 174 万冊でした）
いつでも調査研究ができるよう辞書・事典類が多数あり、３台のインターネット端末では各種デ
ータベースもご利用になれます。相談カウンターでは調べもののお手伝いもしています。
永山図書館は、多摩市立図書館の障がい者サービスの拠点館でもあります。カウンターの向こう
には録音図書や雑誌を作成するための録音室、目の不自由な方が利用する対面朗読室、パソコン点
訳作業室があり、行政協力員の方が活躍されています。
社会人席や閲覧コーナーをはじめ、座席も多数用意してありますので、ぜひ駅チカの便利な永山
図書館をご利用ください。

永山図書館職員お薦めの本！！

2011 年１月～12 月

『アルケミスト－夢を旅した少年－』パウロ・コエーリョ／著

貸出回数ベストテン

予約回数ベストテン

１位 430 回『１Ｑ８４-a novel-BOOK1 4 月-6 月』村上春樹著/

１位 841 回『謎解きはディナーのあとで』東川篤哉著/

新潮社/2009

地湧社
小学館/2010

２位 421 回『夜明けの街で』東野圭吾著/角川書店/2007

２位 692 回『麒麟の翼』東野圭吾著/講談社/2011

３位 414 回『流星の絆』東野圭吾著/講談社/2008

３位 594 回『マスカレード・ホテル』東野圭吾著/集英社/2011

４位 384 回『新参者』東野圭吾著/講談社/2009

４位 573 回『真夏の方程式』東野圭吾著/文藝春秋/2011

５位 359 回『使命と魂のリミット』東野圭吾著/新潮社/2006

５位 558 回『下町ロケット』池井戸潤著/小学館/2010

５位 359 回『ダイイング・アイ』東野圭吾著/光文社/2007

６位 501 回『人生がときめく片づけの魔法』近藤麻理恵著/

６位 353 回『告白』湊かなえ著/双葉社/2008

サンマーク出版/2011

心が洗われるような美しく深い物語です。
『ライディング・フリーダム
－嵐の中をかけぬけて－』
バム・Ｍ．ライアン／作

こだまともこ／訳

９位 331 回『赤い指』東野圭吾著/講談社/2006

９位 399 回『花の鎖』湊かなえ著/文藝春秋/2011

12 歳の少女が、孤児院を抜け出し、男装して御

10 位 316 回『１Ｑ８４-a novel-BOOK2 7 月-9 月』村上春樹著/

10 位 327 回『心を整える。－勝利をたぐり寄せるための

者になり、数々の苦労を乗り越え、
「自分の土地

ポプラ社

2001

請求記号：92 ﾗ

19 世紀のアメリカで、馬の世話が得意だった

を持つ」という夢を叶えるまでを、実話を元にし
た物語です。

図書館ホームページアドレス http://www.library.tama.tokyo.jp/
携帯電話アドレス

http://www.library.tama.tokyo.jp/i/
－１－

請求記号：F2 ｺｴ

多くの読者の心を刺します。

８位 431 回『県庁おもてなし課』有川浩著/角川書店/2011

〒206-0033 多摩市落合２－２９

1997

えぐ

８位 337 回『カッコウの卵は誰のもの』東野圭吾著/光文社/2010

多摩市立図書館

角川書店

著者のコエーリョの言葉は、ひとつ、ひとつが優しく神秘的です。そして抉るような言葉で夢を見なくなった

７位 487 回『ジェノサイド』高野和明著/角川書店/2011

５６の習慣－』長谷部誠著/幻冬舎/2011

1994

山川亜希子／訳

夢で見た宝物の存在を信じて、エジプトまで旅を続ける少年の話です。

７位 349 回『白銀ジャック』東野圭吾著/実業之日本社/2010

新潮社/2009

山川紘矢／訳

『氷姫
－エリカ＆パトリック事件簿－』
カミラ・レックバリ／著
原邦史朗／訳

集英社

2009

請求記号：F2 ﾚﾂ
舞台は北欧スウェーデンの小さな
海辺町、そして冬。
謎解きのおもしろさだけでなく、

©集英社文庫

主人公エリカがとても魅力的です。

小学校高学年向きの児童書に分類されていま

伝記作家として良い作品を仕上げようとする姿は真摯

電話 042（373）7955

すが、主人公の少女が生き生きとしていて、大人

で、共鳴できますし、ユーモアがある会話は楽しめます。

ＦＡＸ 042（375）9459

も元気がもらえる物語です。

パトリックとの初デートの準備にバタバタする場面では、

２０１２年２月 発行

思わず微笑んでしまいました。

－４－

がパソコンと携帯電話から
☆予約かご（一括予約）とは…？
予約したい資料を、まず「予約かご」に入れていき、最後にまとめて予約を決定する機能
です。買い物かごのように、欲しい物をとりあえず入れてゆくイメージを表しています。
今までは、予約１件ごとに利用者番号（図書館のカードの番号）とパスワードの入力が必要
でしたが、パソコンから予約いただく場合は、予約かごを使えば入力が１回で済みます。
※予約かごを使わず、今までの予約方法でも予約できます。

がパソコンから

ご利用いただけるようになりました！
昨年１２月のシステム機器入替作業中は大変ご不便をおかけしましたが、ご協力ありがとうございま
した。システム機器入替に伴いご利用いただけるようになった、２つのサービスについてご紹介します。

☆予約かごの操作方法
１．「予約かご」トップページのログインボタンを押します。
２．「予約かご ログイン」画面で利用者番号とパスワードを入力し、ログインします。
３．「ログイン完了」画面の「検索条件指定へ」から資料検索をします。
４．「検索結果」あるいは「資料詳細」にある「予約かごに入れる」ボタンを押すと、資料が
予約かごに入ります。（検索条件指定へ戻り、この作業を繰り返します。）
！この時点では、まだ予約は完了していません！
５．全ての資料を予約かごに入れ終わったら、「予約かごを見る」ボタンを押します。
６．
「予約かご」画面でかごに入れた資料を確認し、予約をしないものは「予約かごから除く」
ボタンで除外します。
７．「予約画面へ進む」ボタンを押します。
８．
「予約内容の確認」ページで内容を確認し「この内容で予約する」ボタンを押すと、
「予約
受付結果」ページが表示され予約が完了します。
☆予約かごのご注意
・返却期限の過ぎた資料があったり、利用者カードの有効期限が過ぎている場合は予約が
できません。
・予約かごに入れた資料はログアウトすると消えてしまいますのでご注意ください。
一定時間（１時間程度）を過ぎた場合も自動的にログアウトします。
・「貸出・予約紹介」機能へのログインと、「予約かご」へのログインはそれぞれ
別のものです。

☆巻数順貸出（シリーズ予約）とは…？
上下巻・１～５巻などに分かれているシリーズ物を、順番にご用意する機能のことです
（例：『楊令伝』１～１５巻 北方謙三著 などの図書）。以前はカウンターで申し込むか、
図書館の利用者用端末からしか登録ができませんでしたが、インターネット（パソコンや
携帯電話）からも登録ができるようになりました。
☆巻数順貸出の方法
①パソコン・携帯電話から

１．予約入力をしてから利用者メニ
ューにログインします ※
２．「予約状況照会画面」で「巻数
順の貸出を希望する」ボタン(携
帯は「巻数順貸出」ボタン)を押
し、シリーズの設定をします
３．確認画面で「登録」ボタンを押
します
②図書館にある利用者用端末から
③カウンターの職員に申し込む
≪利用者端末・パソコン画面サンプル≫

☆巻数順貸出のご注意
「自宅でシリーズ予約がしたい」「予約の時、
何度も番号とパスワードを入力するのが面倒…」
以前からいただいていたお声に、少しですがお応えする
新機能です。ご利用いただきますと共に、
これからもご意見ご感想をお願いいたします。

※インターネットからの予約は、情報が反映されるまで１５分ほどのタイムラグが
あります。予約状況が「予約中です」と表示されるまで巻数順貸出の登録はできません。
※シリーズ予約をすると、上巻より先に下巻の用意ができても、下巻はその時点では
確保されることなく、次の予約者にまわります。そのためインターネットや利用者用
端末で表示される順番とずれることがありますのでご了承ください。

※ インターネットや利用者用端末からの予約にはパスワードが必要です。まだパスワードをお持ちでない方は、
窓口に利用者カードとご本人であることが確認できる身分証明書等（保険証など）をお持ちください。

－３－

－前号のお詫び－
やまばと通信前号（193 号）1 面の「シリーズ予約をご利用ですか？」の中で、
「※インターネットでは、現在シリーズ予約はできません。」
との紹介記事を掲載しましたが、2011 年 12 月 8 日から 15 日までの間に実施しましたシステム機器入替により、図書館ホームページからでも
「シリーズ予約」ができるようになりました。多くの方に「シリーズ予約」をお知らせするための記事でしたが、ご案内が不足してしまい大変
申し訳ございません、お詫びいたします。

－２－

