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 駅南図書館では、12月9日から14日まで利用者アンケートを実施し、270名の方に

回答していただきました。ご協力ありがとうございました。いただいたご意見から図

書館の利用目的や成果、満足度やご要望を把握し、今後の図書館運営に活かして

まいります。今号ではアンケート結果の一部をご報告いたします。 

 総合的な満足度は下記の表の通り、昨年度から継続して、「満足」と「やや満足」の

合計が90%を超えました。 
 

 職員に対する満足度も同様に、「満足」「やや満足」の合計が96.5％と高い回答をい

ただきました。今後も引き続きこの満足度を維持していけるよう、努めてまいります。 

 また、自由意見は104名の方にご記入いただきました。特徴的なご意見を紹介

いたします。 

  

 その他、イベントへの評価は大変多く、展示テーマへのご意見も頂戴しました。 

興味深いご提案を頂き、今後の計画の参考にさせていただきます。 

 どのご意見にも皆様の図書館への高い関心や深い愛情が感じられました。 

 これからも、利用者の皆様とご一緒により良い図書館を作っていきたいと思います。

どうぞ、よろしくお願いいたします。                      
 

 

見ることができます。奇跡的に残った

いと思います。

○子供の本コーナーの飾りつけ方、季節感があってとても素敵です。 

  ⇒児童担当者が、月替わりで飾りつけをして推薦図書を展示しています。 

○閲覧席を増やして欲しい。 

  ⇒避難経路の確保も重要で、これ以上の設置は難しいのが現状です。 

○館内の温度が、適切でない。 

  ⇒夏と冬の空調稼働時には、「暑い」「寒い」「ちょうど良い」とのご意見をいただいて     

   います。天候等により柔軟に対応していますが、個人個人の感じ方や着用している 

   洋服の状態もあり、基本的には公共施設の一般的な室温で稼働させていただきます。 

   ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

総合的満足度 満足 やや満足やや不満 不満

25年度 47.7% 43.5% 7.9% 0.8%
26年度 50.8% 39.6% 9.2% 0.4%
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 今年度の駅南だよりは、明治18年国府台の地に陸軍教導団が移転し軍都となり、第2

次世界大戦後に多くの学校を誘致し国府台が軍都から文教地区へ変わって行く様子と国

府台にある学校をご紹介しました。 ご紹介した他にも、国府台には千葉県立国府台高校

と市川市立第一中学校があります。今号では、現在も残るたった一つの軍の建物「赤レン

ガ建築物」についてご紹介します。 

 貴重な赤レンガの建物を残そうと市民の有志が立ち上がり、2010

年2月に『赤レンガをいかす会』が、発足しました。シンポジウムの

開催や赤レンガ建築物の見学会（年1度位）を実施しています。駅

南ギャラリーでは、2014年7月の展示でパネル展を開催していただ

き、多くの反響をいただきました。2014年8月には、市民ミュージカ

ルで赤レンガを舞台にしたオリジナル脚本『月の雫』が上演され、赤

レンガの価値を多くの方が知る機会となりました。「赤レンガをいか

す会」のホームページなどでその活動の様子がわかります。 

 赤レンガ建築物が建築された正確な年代はわかっていません。文献等の記録で今も確認を

続けています。この赤レンガの積み方は「フランス積み」と呼ばれているもので、その積み方も

年代特定の判断材料となるようです。 陸軍時代の使用目的は、「火薬庫」「兵器庫」などとい

われています。血清研究所へ移管された当時は、二棟の赤レンガ建築物がありましたが、一方

は、昭和45年に解体され、血清研究所の製品棟が建設されました。現在も残っている「赤レン

ガ建築物」は、薬品の保管庫として一部改修され使用されたことで、運よく、現在までその姿を

国府台の地に留めているのです。 

  

 戦後、国府台の陸軍用地は、学校施設としてだけでなく、千
葉県血清研究所として予防医学の研究施設としても活用され
ました。千葉県血清研究所は、2002年（平成14年）に閉鎖され
ましたが、明治時代に建てられ、陸軍時代に使用されていた
「赤レンガ」建築物が現在でも残っています。 
 赤レンガ建築物は、血清研究所時代には、薬品の貯蔵庫な
どに使用されていました。 左の写真の赤レンガ建築物の前に
そびえる大いちょうは、昭和26年に秩父宮妃殿下来訪時に植
えられたもので、銀杏の緑と赤レンガがお互いを引き立てあっ
ています。秋には黄金色に変わり、また違った美しさを見せま
す。 

≪参考にした資料≫ 中央図書館所蔵 

 『千葉血清のあゆみ』 資料ＩＤ010166979  『千葉血清五十年史』 資料ＩＤ016594177 

『戦争遺跡の赤レンガを平和・芸術文化・環境の活動拠点に！』 資料ＩＤ101989139 他多数 

≪赤レンガ建築物≫ 

2014年6月7日撮影 
 

≪フランス積み≫ 

 

総合的な満足度は下記の表の通り、昨年度から継続して、「満足」と「やや満足」の

％と高い回答をい

 現在は千葉県が管理しており立入りできませんが、「赤レンガをいかす会」の見学会時には

見ることができます。奇跡的に残った陸軍の遺産、これからも国府台の「守り人」であってほし

いと思います。 



     ≪3月の朝食≫ 

 ごはん 

 鮭の新たまマリネ焼き 

 菜の花の和え物       

 新たまのあまとろみそ汁          

 ふき味噌 

 いちご               

 

3月の朝食～ごはん・鮭の新たまマリネ焼き・菜の花の和え物・新たまのみそ汁・ふき味噌・いちご～ 

地域連携企画 和洋女子大学大学院のご協力による健康レシピの連載、第5回目です。 

≪主な栄養素≫ 
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和洋女子大学連携企画 

一方

年）に閉鎖され

左の写真の赤レンガ建築物の前に

えられたもので、銀杏の緑と赤レンガがお互いを引き立てあっ

春は食材に「新」のつく食べ物が増える時期です。寒い冬を乗り越えた野菜にはパワーを感じます。 

今回はそんな春野菜で‟元気いっぱい”をテーマにした献立です。 

エネルギー  

  たんぱく質 

 ビタミンC 

食塩 

 
:496kcal  

:24.9g 

:113ｍg 

:2.2ｇ 

      
1杯(150ｇ) 

80ｇ 

40ｇ 

1杯(160ｇ) 

小さじ1(5ｇ) 

100ｇ 

 

月替わり展示

○ふき味噌 春の香りを楽しめる常備菜。納豆に混ぜたり豆腐にのせたりしてもOK!! 

   ≪作り方≫ 

①洗ったふきのとうの水気をよくふきとり、みじん切りにする。 

②フライパンに油をいれ、ふきのとうを焦げないように 

  3分炒める。調味料を入れて2分煮詰めたら出来上がり。 

≪材料 (30人分)≫ 
ふきのとう 

油 

味噌・砂糖 

酒・みりん 

15～20個 

大さじ1 

各大さじ3 

各大さじ1 

○新たまのあまとろみそ汁  

新玉葱の甘さを楽しみながらスナップエンドウの歯ごたえが楽しいみそ汁です。 

  ≪作り方≫ 

①だし汁に大きめのくし切りにした新玉葱を入れる。 

  新玉葱に火が通ったらスナップエンドウを入れる。 

②味噌を溶かしいれ、器によそう。 

≪材料 (4人分)≫ 

新玉葱 

スナップエンドウ 

だし汁 

味噌 

1個 

12本 

2カップ 

大さじ1 

○鮭の新たまマリネ焼き 菜の花の和え物(付け合わせ)  
甘い新玉葱をすりおろしてマリネ液に。前の晩に仕込んでおけるので朝は焼くだけ、手間いらず!! 

≪材料 (4人分)≫ 
鮭の新たまマリネ焼き 

鮭   

≪マリネ液(つけておく)≫        

新玉葱(すりおろし) 

米酢・醤油 

サラダ油 
 

菜の花の和え物 

菜の花 

醤油 

だし汁 

練り辛子 

≪作り方≫ 

鮭の新たまマリネ焼き 

①すりおろした新玉葱と調味料を混ぜマリネ液を作る。一口大(食べやすい 

  大きさ)に切った鮭をマリネ液に漬け一晩冷蔵庫に入れておく。 

②フライパンにサラダ油を薄くひき、表面についたマリネ液を取り除き、鮭を焼く。 

③フライパンに漬けておいたマリネ液を入れ、かるく煮詰めソースを作り、 

  焼いた鮭にかける。 

   ※他の魚やお肉にも、何にでも応用可能なマリネ液です。 

   ※マリネしてすぐ焼く場合は、最低15分漬けます。 
 

菜の花の和え物 

①鍋に湯を沸かし菜の花を茹で、水にとる。 

②水気を搾った後、適当な長さに切り、 

    合わせておいた調味料と和える。 

 

 

4切れ 

 

1/2個 

各大さじ2 

大さじ4 

 
 

1束 

小さじ1 

大さじ1 

少々 

 

 

今月の担当：和洋女子大学家政学群  健康栄養学類 

        助手 小西 彩子(管理栄養士） 

◇健康レシピ「朝食シリーズ」は、今回で終了です。 

    ♪朝食から素敵な1日を始めましょう♪ 
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市川市市川駅南口図書館 （指定管理者 ㈱ヴィアックス）  

  〒272-0033  市川市市川南1丁目10番1号  

   I-Link タウンいちかわザ・タワーズウエスト3階 

  TEL 047-325-6241 ホームページhttp://www.ekinan-lib.jp 

3月 4月 

→祝日 9時30分～18時 →9時30分～21時（土日～18時） 

開館時間 
 →休館日     

市川駅南口図書館カレンダー 

     

3月   「三大生活習慣病」     「新入社員の心得」 
月替わり展示 

4月   「暮らし歳時記」       「情報整理術」 

駅南では、2/17・18の2日間 

年に1度の蔵書点検を行いました！ 
皆様、ご協力ありがとうございました。 

これからも資料管理に努めて参ります。 

どうぞよろしくお願いします。 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

≪えきなんミニ情報≫ 

皆様からよく聞かれる事や、こんな案内が

あったらいいなと思うものを駅南図書館員

が考えて作成しました。 

力作揃いです。ぜひご覧ください！ 

◇健康レシピ「朝食シリーズ」は、今回で終了です。 

その他に… 


