
特集展示 

Ｗｅｂ ＯＰＡＣ 

ＩＴブース 

メディアパーク市川外観 メディアパーク市川玄関 入口 

ヤングアダルト展示 

障害者資料コーナー 

市民文庫 

施設概要

・開館時間・・・火曜～金曜 １０：００～１９：３０ 土・日・祝日 １０：００～１８：００

・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・・・一般書 ５９８,００６冊 ・視聴覚資料・・・カセット、ＣＤ、ビデオ、ＤＶＤ

・閲覧席・・・２９８席 ・利用者端末・・・３０台 ・駐車場・・・共有 ９９台

（『市川市の図書館 ２０１５』より抜粋）

特別コレクション 

シニアルーム -1- 

図書館紹介

住所・・・鬼高１－１－４ メディアパーク市川 １階

電話・・・０４７－３２０ー３３４６

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

平成２７度の駅南だよりで「Ｌｉｂｒａｒｙ Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ」と題して、市川市の図書館を紹介してまいりました。

平田図書室、信篤図書館、南行徳図書館、行徳図書館、こともとしょかん、市川駅南口図書館の６館を

紹介させていただき、中央図書館を残すのみとなりました。

この駅南だより特別号で、中央図書館を紹介させていただきながら、新しく更新された統計データなどを

盛り込み、市内全部の図書館を再び紹介させていただきます。

中央図書館

市役所

ショッピング

モール

本八幡駅

消防局

コンビニ

中央図書館

鬼越駅

地図 

現代産業

科学館

コルトン

プラザ

特色

・市内最大の図書館で、本、雑誌、カセット、ＣＤ、ビデオ、ＤＶＤを数多く所蔵

・一般、ＹＡで展示を実施

・社会人専用席、シニアルーム、ヤングアダルトルームなど、年齢や用途に

合わせた閲覧席を設置

・民間のデータベース、デジタル化した古地図、国会図書館のデジタル資料を

閲覧できるパソコンの設置

・特別コレクションや市民文庫など、市川にゆかりがある著作を数多く収集

・点字や音訳図書などの充実した障害者サービスも実施

中央図書館から一言

中央図書館は、１９９４（平成６）年、生涯学習センター（メディアパーク市川）の１階に開館しました。隣には千葉県立現代産業科学館、

向かいにはコルトンプラザがあり、休日には家族連れで賑わうエリアです。

市川市生涯学習センターに入ると、左手に中央図書館があります。フロアの広さは約３,０００㎡、館内には読書や調べ物に利用できる

閲覧席のほか、新聞や雑誌を読むことができるブラウジングコーナーもあり、ゆったりとした読書空間が広がっています。

中央図書館では、小説から専門書まで図書約６０万冊、雑誌やＣＤ、ＤＶＤを合わせると約６７万点の資料を所蔵しています。また、調べ

もののお手伝いをするレファレンスサービスや、中高生を対象としたＹｏｕｎｇＡｄｕｌｔサービスなど、様々なサービスも行っています。

中央図書館で、本に囲まれた落ち着いた時間を過ごしてみませんか。図書館を“あなたの書斎”としてぜひご利用ください。
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平田図書室から一言

利用者と職員の距離が近い、地域の方がたに親しまれている図書室です。

閑静な住宅街にありながら、各交通機関からのアクセスも良いため、

都会のオアシスとしてご好評いただいております。

気軽にお立ち寄りください。

特色

・保育園の２階に併設された明るい図書室

・東日本大震災の特別展示
・季節や行事に合わせた一般と児童の展示

・季節ごとに、１階の保育園で読み聞かせを実施

施設概要

・住所・・・平田１－２０－１６ ・電話・・・０４７－３２１－２２４３

・開館時間・・・火曜～日曜 ９：３０～１７：００

・休館日・・・月曜（祝日と重なった場合は火曜も休館） 祝日 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・・・４１,９９７冊（一般書 ２７,４６３冊 児童書 １４,５３４冊）

・閲覧席・・・２０席 ・利用者端末・・・１台 ・駐車場・・・なし

（『市川市の図書館 ２０１５』より抜粋）・ＪＲ本八幡駅から徒歩１０分

・京成線菅野駅から徒歩８分

平田

小学校

国道１４号線

菅野駅

平田

保育園

平田図書室

市川郵便局

地図

図書室外観 

明るい館内 

児童展示 特別展示 

入口 

配布資料コーナー 

・東西線原木中山から徒歩２分

信
篤
市
民
体
育
館

信篤

公民館

信篤図書館

県道船橋・行徳線

至
行
徳

地図
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利用者おすすめの１冊 

廊下の閲覧席 特別展示 

館内風景 校舎を利用した建物 

特色

・季節毎に幼稚園児とのお話し会の開催

・毎月児童を対象とした絵本の会の開催

・公民館行事との連携を図った特別展示

・不戦の誓いと平和を祈念した特別展示

おはなし室 

施設概要

・住所・・・高谷１－８－１ 電話・・・０４７－３２８－８８３１

・開館時間・・・火曜～日曜 ９：３０～１７：００

・休館日・・・月曜（祝日と重なった場合は火曜も休館） 祝日 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・・・６４,０６８冊（一般書 ４７,６８５冊 児童書 １６,３８３冊）

・閲覧席・・・３３席 ・利用者端末・・・１台 ・駐車場・・・共有 ２０台

（『市川市の図書館 ２０１５』より抜粋）

信篤図書館から一言

信篤公民館の敷地内に建てられ小学校の校舎を利用した趣きのある図書館で

木製の床や教室の黒板も残っており、懐かしさに加えレトロで落着いた雰囲気の

中で閲覧できると好評です。

原木中山駅から徒歩２分と交通の便も良く、隣地には公民館や幼稚園もあるため

高齢者から幼児や児童などに幅広く利用されております。

信篤図書館

平田図書室



特色

・２ヶ月ごとに季節に合わせた展示を設置

・毎月第３日曜日に絵本の会を開催

・年に５～６回、リサイクルブックのコーナーを設置

・カウンター脇に話題性のある本を展示

・福袋や七夕などの季節の行事を開催

南行徳図書館から一言

閑静な住宅街に囲まれた落ち着いた図書館です。周りには神社や公園もあり散歩の途中に

立ち寄りたくなる図書館として親しまれています。

１階は一般書や雑誌・新聞が配置されています。また、２階には実用書と児童書が置いてあり、

子どもの側を離れないでも、本を選べるようになっています。

子どもから高齢者まで安らげる図書館ですので、ぜひご来館ください。

・東西線南行徳駅から徒歩１５分

・京成バス欠真間駅から徒歩２分

南行徳駅

南行徳公園

南行徳小学校

南行徳幼稚園

南行徳図書館

南行徳公民

欠真間駅

バイパス

地図

絵本の会会場 児童展示 

話題の本コーナー ギャラリー 

館内風景 図書室外観 

施設概要

・住所・・・相之川１－２－４ ・電話・・・０４７－３５７－４１８８

・開館時間・・・火曜～日曜 ９：３０～１７：００

・休館日・・・月曜（祝日と重なった場合は火曜も休館） 祝日 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・・・４３,２６１冊（一般書 ２７,５７９冊 児童書 １５,６８２冊）

・閲覧席・・・１５席 ・利用者端末・・・１台 ・館内エレベーターあり

・駐車場・・・無し （『市川市の図書館 ２０１５』より抜粋）

ポニー

ビル

行
徳
支
所

スー

パー

行徳駅

行徳図書館

市川・浦安バイパス
地図

特色

・２階は児童書・雑誌・新聞・視聴覚資料フロア

・４階にある独立した閲覧室

・毎週水曜日にえほんの会の実施（月の最終水曜日のみ、おはなし会を実施）

・パソコンを持ち込めるパソコンルームの設置

・３階は一般書のフロア

・他言語の勉強にも使える洋書コーナー

行徳図書館から一言

行徳図書館は、前身である行徳分館として昭和３９（１９６４）年に開館しました。

その後、２回の移転を経て現在の建物に移り、昨年２５周年を迎えました。行徳

地域だけではなく、市川市の南側地域の拠点館として、これからも多くの方々

にご利用いただけますよう、サービスの充実に努めてまいります。

行徳には古くからの寺町など見どころがたくさんあります。散策などでお近くに

お越しの際には、是非お立ち寄りください。お待ちしております。

・東西線行徳駅から徒歩５分 -3- 

館内風景 

視聴覚資料コーナー 閲覧室 

パソコンルーム 児童書コーナー 

図書室外観 

施設概要

・住所・・・末広１－１－３１ ・電話・・・０４７－３５８－９０１１

・開館時間・・・火曜～金曜 １０：００～１９：３０

土･日･祝 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・・・１４８,７５２冊（一般書 １０９,９２０冊 児童書 ３８,８３２冊）

・閲覧席・・・１７２席 ・利用者端末・・・６台 ・駐車場・・・共有 ６９台

・館内エレベーターあり （『市川市の図書館 ２０１５』より抜粋）

行徳図書館

南行徳図書館



特色

・充実した児童向けの蔵書

・絵本などの読み聞かせの実施

・福袋、ぬいぐるみおとまり会の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

・英語や中国語などの外国語の絵本も多数所蔵

・ＪＲ本八幡・下総中山駅より徒歩１５分

・京成鬼越駅より徒歩１３分
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外国語絵本コーナー 

閲覧スペース メイン展示 

明るいフロア 入口 

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。

くま館長 

施設概要

・住所・・・鬼高１－１－４ メディアパーク市川 １階

・電話・・・０４７－３２０－３３４６（中央図書館直通電話）

・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）

特色

・駅前の情報拠点としてビジネス、健康・医療などの暮らしに役立つ情報を提供

・ICタグを利用した自動貸出機の導入

・民間のデータベースを閲覧できる端末を３台設置

・各疾病の本を集め、分類した闘病記コーナーの設置

・デジタルサイネージ（電子看板）を使った情報発信

・パソコンを持ち込んで情報収集できる閲覧席の設置

・ビジネス、健康・医療などを扱ったゼミナーの開催

・壁面スペースを利用したギャラリー展示

・地域情報コーナーの設置

デジタルサイネージ 

データベースＰＣ 

閲覧席 

自動貸出機 館内風景 

・ＪＲ市川駅より徒歩３分

・京成線市川真間駅より徒歩１５分

バス

ターミナル

市川駅

市川駅南口図書館

西消防署

市川真間駅

ザ・タ

ワーズ・

イースト

地図 

市川駅南口図書館から一言

閲覧席が少ない小さな図書館ですが、市川駅から徒歩３分の便利な立地にあり、幅広い方々に

ご利用されています。また毎月のようにセミナー等のイベントを開催したり、市内で活躍されている

団体や個人の方々の発表の場としてギャラリーを活用していただいております。

小粒でも皆様にお役にたつ図書館を目指しております。今後ともよろしくお願い申し上げます。
地域情報コーナー 

市川駅南口図書館

こどもとしょかん

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 

現代産業

科学館

コルトン

プラザ

施設概要

・住所・・・市川南１－１０－１ Ｉ-ｌｉｎｋタウンいちかわザ・タワーズ・ウエスト ３階

・電話・・・０４７－３２５－６２４１

・開館時間・・・火曜～金曜 ９：３０～２１：００ 土日祝日 ９：３０～１８：００

・休館日・・・月曜（祝日と重なった場合は火曜が休館） 年末年始

館内整理日（土・日・月曜を除く月末） 蔵書点検期間

８月第一土曜（花火大会のため）

・蔵書数・・・８２,９６２冊（一般書 ６９,０９７冊 児童書 １３,８６５冊）

・閲覧席・・・６１席 ・利用者端末・・・７台 ・駐車場・・・なし

・駐輪場・・・共有（２時間無料、以後、８時間ごとに１００円）

（『市川市の図書館 ２０１５』、『Iリンクタウン駐輪場料金表』より抜粋）


