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☆市民還元�
　市民１人当たり還元額　9,678円�
　※年間総貸出冊数4,149,023冊×図書平均単価2,905円（出版年鑑1999）＝120億5,291万1,815円�
　　　120億5,291万1,815円－図書館費（必要経費）12億498万9,000円＝108億4,792万2,815円�
　　　108億4,792万2,815円÷広島市の人口112万850人＝9,678円�

☆おかげさまで南区図書館開館10周年�
1990年以来、延べ入館者数 2,606,185名・・延べ貸出者数 1,032,235名・・延べ貸出冊数 3,487,061冊�

勤務先�広島市�
Hiroshima City

履　歴�
☆貸出�
　年間総貸出冊数　4,149,023冊�
　（市立図書館全体で毎分28.9冊の貸出）�
　　※年間総貸出冊数4,149,023冊÷年間総開館時間1,576,560分×11館≒28.9冊／分�
　（市民１人当たり3.7冊の貸出）�

☆資料相談（ﾚﾌｧﾚﾝｽ）�
　年間総資料相談（ﾚﾌｧﾚﾝｽ）件数　109,283件�
　（市立図書館全体で1.3分に１件の資料相談（ﾚﾌｧﾚﾝｽ））�
  ※年間総開館時間1,576,560分÷年間総資料相談件数109,283件÷11館≒1.3分／件�
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－ご存知ですか？�中央図書館の�
図書館ボランティアさん�

ボランティアあれこれ�

ほかにもこんなにある�
図書館に関わる様々なボランティアさん�

央図書館のカウンターや書棚の付近で、「図
書館ボランティア」という名札をエプロンの

胸に付けた人たちが、返却手続きをしたり、本を書
棚に返したり、書棚を整理したりしているのを目に
したことはありませんか？�
　中央図書館では、昨年１２月から、１０人の図書
館ボランティアさんが活動されています。これは、
昨年募集した初代図書館ボランティアさんたちです。
たくさんの応募者の中から抽選で選ばれ、図書館の
概要や図書館とプライバシーの話など、６日間の養
成講座を終了された後、都合のつく日を選び、週１
回、２時間～４時間程度をめやすに活動されていま
す。�
�
　活動内容は、次の５分野です。�
�
１　窓口業務　　　　（返却処理、配架など）�
２　図書整理　　　　（図書の選択、登録など）�
３　地域サービス活動（移動図書館に関すること）�
４　図書館ＰＲ　　　（図書館だよりの企画など）�
５　読書普及事業　　（展示、読書会の企画など）�

中�

員から拝見すると、来館されてさりげなく手
伝い、作業の合間に楽しく会話をしたり、帰

りに好きな本を見つけて借りたり、紙屋町で買い物
をしたり・・・。暮らしの一部に無理なく取り入れ
られ、生活の彩りのひとつに加えられている印象で
した。�
　また、作業では思わぬ特技を披露してもらうなど、
楽しい発見もありました。�
　さて、本年７月からは、新たに１５名の方が加わ
られ、計２５名のボランティアさんが活動されてい
ます。�
　これからもよろしくお願いいたします。�

職�

最近は、ボランティア・ブームとも言われています。�
広島市の図書館でも、実はたくさんのボランティアの皆さんが活動されています。�

今回の『図書館だより』では、そんなボランティアの皆さんを、�
職員からの感謝の気持ちを込めて、�

あらためて紹介させていただくこととしました。�

図書館ボランティア

★☆ボランテ
ィアさん一言

インタビュー
☆★

「きれいで楽
なイメージが

あったけど、

　　肉体労働
が多いのを実

感しました。
重労働ですね

。」

「活動の日は
、ほかに誰が

来るのか楽し
みです。」「細く長く続

けていきたい
です。

　　無理なく
楽しくやらせ

てもらってい
ます。」

●社会教育施設とボランティア�
でに１４年前（昭和６１年）の社会教育審議
会で『社会教育施設におけるボランティア活

動について』という報告が出されており、「社会教
育施設は地域の生涯学習の拠点であり、そこにボラ
ンティア活動を取り入れることは、施設と地域の人
々の結びつきを一層深めるものとなる」と、（図書
館等）社会教育施設でのボランティアの導入を積極
的に奨励しています。�
�
　当時の感覚では、「図書館の仕事は実は大変な重
労働。こういうことを無償で手伝っていただくなん
て・・・」というのが職員の実感でしたが、今とな
っては、公募すれば約３００人もの応募があり、ボ
ランティア活動への評価や認識が高まってきている
こと、また、図書館を応援しようという方も多いこ
と等に職員一同驚いております。�

す�

●ボランティアの本�
近の本では、永六輔『ぼらんてぃあ「無償」
の仕事』（講談社、２０００年）、小山内美

江子『できることからはじめよう』（講談社、１９
９９）、木原孝久『“わたくし流”ボランティアの
すすめ』（中央法規出版、１９９８年）などがあり
ますが、福祉関係の書棚や目録をざっと眺めても、
ボランティアの本がひしめいています。�
�

最�

　中央図書館で本格的に「図書館ボランティア」の
名称でボランティアをお願いし始めたのは昨年から
のことですが、市の図書館全体では、実はもっと以
前から、様々な場面で、色々なボランティアの皆さ
んにお手伝いいただいています。�
�
●対面朗読ボランティア�

の不自由な方のために図書館の本を読んであ
げる朗読サービスのボランティア。約１００

名が登録。（まんが図書館及びあさ閲覧室を除く全
館で実施しています。）１回２時間の朗読。利用者
の方の希望に応じて随時活動されています。�
�
●「ともはと号」や地域文庫のボランティア�

動車図書館「ともはと号」の巡回場所や地域
文庫での貸出、返却業務を手伝っていただい

ています。�
　地域での活動だけにボランティアの歴史も古く、
ボランティア歴２０年以上のベテランさんもいらっ
しゃいます。�
　それぞれの地域で、図書館と利用者の皆さんの仲
立ちとして重要な働きをしていただいています。�
�
●障害者サービスのボランティア�

覚障害をおもちの方へ貸出するカセットブッ
クの製作をお手伝いいただいています。�

　カセットブックへの点字の装備や、案内用のテー
プの吹き込みをしていただいています。�
　どちらも熟練を要する作業だけに、大きな力とな
っていただいています。�
�
●おはなし会等の実施ボランティア�

の図書館やこども図書館で、こどもたちのた
めのおはなし会等の講師を、ボランティアの

方たちにしていただいています。�
�
�
　その外に、「特別整理期間中」の蔵書点検や図書
の移動、「本のリサイクル・フェア」のスタッフ・
ボランティアさんなどいろんなところでも図書館を
応援していただいています。今後とも引き続き、市
民の皆様と一緒により良い図書館にしていきます。�
�
　　　　★ミ　　　　★ミ　　　　★ミ�
�
　来年２００１年は、「国際ボランティア年」です。
これを機会に、ボランティアを始める、ボランティ
アの本を読むなどされてみてはいかがでしょうか。�
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図書館からのお知らせ�図書館からのお知らせ� リクエストベスト５�リクエストベスト５�平成12年６月１日現在�平成12年６月１日現在�

編集・発行�編集・発行�休館日のお知らせ　７月～９月�休館日のお知らせ　７月～９月�

広島市立中央図書館�
〒730-0011　広島市中区基町３番１号�

TEL 082(222)5542�
FAX 082(222)5545

www.mighty.ne.jp/hiroshima.city.lib

Hiroshima Central City Library

■中央・各区図書館�
�
開館時間�
火～金　　　午前９時～午後７時�
土・日　　　午前９時～午後５時�
文化の日　　午前９時～午後５時�
休館日�
毎週月曜日�
国民の祝日（文化の日を除く）�
図書整理日（毎月末日。ただし土�
　　　　　　・日・月曜日にあた�
　　　　　　るときは直前の金曜�
　　　　　　日）�
８月６日　（平和記念日）�
年末年始　（12月28日～１月４日）�
特別整理期間�

■こども図書館�
�
開館時間�
火～日　　　午前９時～午後５時�
�
�
休館日�
毎週月曜日�
国民の祝日の翌日�
月末整理日（毎月末日。ただし月�
　　　　　　曜日にあたるときは�
　　　　　　その翌日）�
８月６日　（平和記念日）�
年末年始　（12月28日～１月４日）�
特別整理期間�

■まんが図書館・あさ閲覧室�
�
開館時間�
火～日　　　午前10時～午後５時�
�
�
休館日�
毎週月曜日�
国民の祝日の翌日�
図書整理日（毎月末日。ただし土�
　　　　　　・日・月曜日にあた�
　　　　　　るときは直前の金曜�
　　　　　　日）�
８月６日　（平和記念日）�
年末年始　（12月28日～１月４日）�
特別整理期間�

利用案内�利用案内�

【一般書】�
１　だから、あなたも生きぬいて�（大平光代　講談社）�
２　永遠の仔　上・下�� （天童荒太　幻冬舎）�
３　柔らかな頬　　�� （桐野夏生　講談社）�
４　沈まぬ太陽１～５�� （山崎豊子　新潮社）�
５　少ないモノでゆたかに暮らす�（大原照子　大和書房）�
�
【児童書】�
１　ハリー・ポッターと賢者の石�（J.K.ﾛｰﾘﾝｸﾞ　静山社）�
２　プレゼント�　　　　� （おとたけひろただ　中央法規出版）�
３　床下の小人たち�� （メアリー・ノートン　岩波書店）�
４　ダチョウのくびはなぜながい？� （ヴァーナ・アーダマ　冨山房）�
５　雪の上のなぞのあしあと� （あべ弘士　福音館書店）�
�
【まんが】�
１　天馬の血族��� （竹宮惠子　角川書店）�
２　天（そら）は赤い河のほとり�（篠原千絵　小学館）�
３　あたしンち��� （けらえいこ　ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ）�
４　ヒカルの碁��� （小畑健　集英社）�
５　Ｈ２（全34巻）�� （あだち充　小学館）�

　広島市立図書館で貸出予約の多い本を紹介します。みな
さんのお手元に届くまで少し時間をいただくようですが、
楽しみにお待ちください。�
�

●　●　●�

○全館休館���� ●中央・各区図書館のみ休館�
□こども・まんが図書館・あさ閲覧室のみ休館� ■こども図書館のみ休館�
（ただし、７月28日、９月19日、９月26日、こども図書館は開館します。）�
�

特別整理期間のお知らせ�
※東区図書館�
　９月19日～９月26日�
※佐伯区図書館�
　９月26日～10月１日�
�
　特別整理期間中、図書�
館は臨時休館します。�
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７　月
日　月　火　水　木　金　土
　　　　　　　　　　　　１
２　３　４　５　６　７　８
９　10　11　12　13　14　15
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30　31
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６　７　８　９　10　11　12　
13　14　15　16　17　18　19　
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�

休みを迎えて、宿題
等で図書館を利用さ

れる方も多いのではない
でしょうか？�
　中央図書館では、１階
に自習室（128席）を設
けています。�
　持ち込み学習も可能で
すので、お気軽にご利用
ください。�
�
　�

夏�

　なお、自習室では、他の人の迷惑とならないよう、マナー�
を守って、静かにご利用ください。�

こ�

■自習室のご案内�

■検索用端末機のローマ字入力対応について�

れまで市立
図書館の検
索用端末機

では、カナ入力の
みでご利用いただ
いていましたが、
今年度中に、ロー
マ字入力でもご利
用いただけるよう、
順次、端末機の更
新を行います。�


