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 駅南図書館では、12月8日から13日まで利用者アンケートを実施し、205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98.5％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。 

○医療分野の本が多くていつも利用しています。 

  ⇒駅南図書館では、健康・医療コーナーを設け関連資料を色々取り揃えており 

   ます。これからも、一層の充実を図ってまいります。是非ご利用ください。 

○閲覧席の電源になぜ鍵がかかっているのか。 

  ⇒パソコンをご使用される方に電源としてご提供しているものですので、他の用途で 

    使用されないよう、その都度鍵をお渡ししております。ご理解下さい。 

○レファレンスの使い方がよくわからない。 

  ⇒本を探したり、調べものの相談などをいたします。ビジネスや健康・医療については 

   特に参考資料が充実しておりますので、どうぞお尋ねください。                                             

○イベントの予約がなかなかとれない。 

  ⇒イベントの開催場所により定員が限定されますが、開催回数を増やすなど工夫を 

   してなるべく多くの方にご参加いただけるよう考えてまいります。                                              

 その他、職員へのお褒めのお言葉も多数頂き、一層心が引きしまる思いです。 

イベント・ギャラリー関してのご意見も色々頂きました。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。よろしくお願いいたします。                      
 

 また、自由意見は69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。 

総合的満足度 満足 やや満足 やや不満 不満

26年度 50.8% 39.6% 9.2% 0.4%

27年度 51.0% 44.1% 5.0% 0.0%

施設概要

・開館時間・・・火曜～金曜 １０：００～１８：００

土・日・祝日 １０：００～１７：００

・休館日・・・月曜（祝日と重なった場合は火曜が休館） 年末年始

蔵書点検期間 館内整理日（土・日・月曜日を除く月末）

・蔵書数・・・児童書 １０１,７７４冊 ・閲覧席・・・６０席 ・利用者端末・・・２台

・駐車場・・・共有 ９９台 （『市川市の図書館 ２０１５』より抜粋）

図書館紹介

Library ⑥ こどもとしょかん

住所・・・鬼高１－１－４

メディアパーク市川 １階

電話・・・０４７－３２０ー３３４６

（中央図書館直通電話）

交通・・・ＪＲ本八幡駅・下総中山駅より

徒歩１５分

京成鬼越駅より徒歩１３分

こどもとしょかんから一言

こどもとしょかんは、コルトンプラザと県立現代産業科学館に隣接した複合施設メディアパーク

市川の一階にあります。中央図書館の一般書のフロアと独立した児童書専門のフロアで、海を

イメージしたデザインです。児童書に関しては、市内で一番の蔵書数を誇り、赤ちゃんから小学生

向けの絵本や読み物、紙芝居・雑誌などの資料が豊富で、親子でゆったり本を楽しめるコーナー

があります。お勧めの本や展示コーナーで多種多様な本も紹介しています。えほんの会や

おはなし会などの読み聞かせの会、季節にあわせたイベントなども実施。

としょかんのくま館長もお待ちしております。ぜひ親子で、お立ち寄りください。

メディアパーク市川玄関 入口

読み聞かせの曜日と対象者

特色

・充実した児童向けの蔵書

・福袋、ぬいぐるみおとまり会などの児童向け

イベントの実施

・メイン展示を中心にした楽しい展示を

数か所で実施

・絵本などの読み聞かせの実施（下記参照）

・英語や中国語などの外国語の絵本も

多数所蔵

外国語の絵本コーナーくつろぎひろば

メイン展示明るいフロア

らっこの会
えほんの会
おはなし会 ４才～小学生

毎週　金曜・日曜

第３木曜

３才までの親子
第１・２・４・（５）木曜・毎週　土曜　 ４才～小学生

市役所

ショッピング

モール

本八幡駅

消防局

コンビニ

こどもとしょかん

（中央図書館）

鬼越駅

地図
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和洋女子大学連携企画

地域連携企画 和洋女子大学家政福祉学類・こども発達学類のご協力によるレシピ第6回目です。

3月のおやつ 新じゃがニョッキ と 飲むいちごヨーグルト

今月は、新じゃがいもを使ったニョッキと旬のいちごを使った飲むヨーグルトをご紹介します。

手軽でアレンジしやすいので、ご家庭で楽しく作ってみて下さい！

80ｇ

30ｇ

≪材料≫

☆ニョッキ

新じゃがいも

小麦粉

☆ソース

トマトピューレ

プロセスチーズ

100ｇ

20ｇ

(大さじ1)

(トマトピューレの

酸味に合わせ調節)

(中くらい1ケ)

水

塩

砂糖

15ｇ

0.5ｇ

1ｇ

(小鉢2人前) ソースはホワイトソース

にしたり、野菜・ひき肉

などを加えると、様々な

アレンジができます♪

1.加熱して

丸めて

5.和えて

できあがり♪

(3歳くらいになると

指先を使って丸める

お手伝いができるよ)

1.入れて

潰して

3.まぜて

できあがり♪

3.ゆでて

2.ちぎり

丸めて

(お好みでパセリや、

バシルを振りかけると

アクセントになるよ♪)

2.まぜて

4.ソース

を作って

(2歳くらいのお子様と

ご一緒にどうぞ♪)

(いちごの酸味に合わせて、

はちみつ(砂糖)で甘さを

調節してね♪)

≪作り方≫

①じゃがいもの芽や皮を除き、潰しやすい大きさに切り、

ラップをして電子レンジで500W、3分加熱する。

※加熱時間は電子レンジのW(ワット)数や、

じゃがいもの重さによって変わります。

②熱いうちにゴムベラでしゃがいもをよく潰した後、

小麦粉を加えよく混ぜる。

③粗熱をとってから手で1つにまとめる。

④一口大にちぎりまるめ、軽く潰す。

⑤沸騰したお湯で茹で、浮き上がってきたら

湯から上げて、水気を切る。

※茹ですぎると崩れやすくなります。

⑥別の鍋で、塩と砂糖を加えたトマトピューレを加熱し、

温まったら1ｃｍ角に切ったプロセスチーズを加える。

⑤のニョッキと和えて完成。

30ｇ

50ｇ

100ｍｌ

5ｇ

(150ｍｌ分)≪材料≫
いちご

ヨーグルト

牛乳

はちみつ

(中粒2～3個)

≪作り方≫

①洗ってヘタを取ったいちごを容器に入れ、

スプーンで潰す。

②ヨーグルトとはちみつを加えよく混ぜる。

③牛乳を加え、混ぜて完成。

※ には

はちみつを砂糖に替えて

ご利用下さい！

今月の担当：和洋女子大学 家政福祉学類 3年 藤村 有紀

こども発達学類 4年 佐藤 菜摘

藤村さんは家庭科教員、

佐藤さんは保育士を

目指しています。
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3月 4月 

市川駅南口図書館カレンダー 

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 

→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     

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

プラネタリウム 

 星空の宅配便 今宵の星空案内 

2016年3月30日（水）3回上演 ※演目全て同じ 

①14：00～14：30  ②14：50～15：20  

③15：40～16：10 

場所  I-linkホール 

   （市川駅南口 ザ・タワーズ・イースト3階） 

  対象  幼児（保護者同伴）～一般 
1/10(日)の「寄席の三味線と太

神楽」には32人の方に参加して

いただきました。たのしい初笑

いのイベントになりました。 

2/13(土）に行いました「ビジ

ネスと暮らしに役立つ 法律情

報の調べ方」では、10人の方に

パソコンを操作しながら体験学

習していただきました。 

ありがとうございました！ 

４月は、親子イベント 

  「手あそびわらべうた」（4月30日） 

       を予定しています。 

   詳細は館内ポスター、ホームページ等で 

          お知らせいたします。 

３月の展示は、災害に備える 

    社会人になる君たちへ 

駅南ギャラリーでは、 

3月に今年度のギャラリーポス

ター展を開催します。 

4月は「市川子ども外遊びの会 

プレーパーク市川冒険あそびぼ」

の活動記録を展示いたします。 

どうぞおたのしみに！ 

のイベント情報 


