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川崎市立図書館では、2002年12月よりOPAC（館内検索
機）・図書館ホームページからの予約などの機能を取り込んだコ
ンピュータシステムを稼動させてきましたが、この度、皆様から
のご要望の多かった機能などを加えた新しいシステムを導入する
ことになりました。
システムの切り替えに伴い休館となる期間があり、ご利用の皆
様にはご不便をおかけいたしますが、新しいシステムにご期待く
ださいますようお願いいたします。
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＊ 新システムの主な変更点 ＊
〇予約順位を確認できます
いままで表示できなかった予約の順位を、OPAC（館内検
索機）・図書館ホームページからご自分で確認できるように
なります。

〇予約の取消しが可能になります
図書館のホームページからご自分で予約の取消しができる
ようになりました。（※すでに準備のできた予約に関しては
取消しできません）

〇貸出し期間を延長できるようにします
OPAC（館内検索機）・図書館ホームページからご自分で
今借りている資料の貸出し期間の延長ができるようになりま
す。（※次に予約のある資料等については延長ができません）

〇学校図書館のコンピュータ化への協力
市内の小学校・中学校図書館のコンピュータ化を推進しま
す。小学校図書館はさらに使いやすく便利に、中学校図書館
はこれからコンピュータ化が進みます。児童・生徒がパソコ
ンから自分で本をさがせるような環境づくりに図書館が協力
していきます。

図書館ホームページも切り替えに伴い停止いたします
6月15日（日）午後5時～ 7月1日（火）午前9時30分（※音声応答システムも停止します）

新しいコンピュータシステムの導入にあわせて図書館ホームページもリニューアルいたします。
より見やすく、探しやすいホームページを目指します。

＊新システムへの切り替えに伴う休館＊

2008 年　6月 16日（月）～ 30日（月）
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図書館ホームページ：http://www.library.city.kawasaki.jp/
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平成19年度

平成19年度も川崎市立図書館をご利用いただき、ありがとうございました。平成19年度
の貸出は約570万冊、予約は約110万件のご利用がありました。
こちらでは平成19年度に貸出の多かった資料・予約の多かった資料を紹介いたします。

順位 書　名 著　者 出版者 貸出回数 出版年

1 誰か 宮部　みゆき
／著 実業之日本社 1643 2003.11

2 幻夜 東野　圭吾／
著 集英社 916 2004.1

3 震度０ 横山　秀夫／
著 朝日新聞社 831 2005.7

4 ダ・ヴィンチ・
コード　上

ダン・ブラウン
／著 角川書店 829 2004.5

5 ＩＣＯ 宮部　みゆき
／著 講談社 800 2004.6

6 蹴りたい背中 綿矢　りさ／
著 河出書房新社 785 2003.8

7 博士の愛した
数式

小川　洋子／
著 新潮社 768 2003.8

8 日暮らし　上 宮部　みゆき
／著 講談社 756 2005.1

9 魂萌え！ 桐野　夏生／
著 毎日新聞社 744 2005.4

10 ダ・ヴィンチ・コード　下
ダン・ブラウン
／著 角川書店 719 2004.5

貸出ベスト 10　《一般書》

＊2003年から2005年に人気の高かった作品が多く借りられました。

順位 書　名 著　者 出版者 予約件数 出版年

1 ホームレス中学生 田村　裕／著 ワニブックス 1735 2007.9

2 楽園　上 宮部　みゆき
／著 文芸春秋 1485 2007.8

3 楽園　下 宮部　みゆき
／著 文芸春秋 1304 2007.8

4 女性の品格 坂東　真理子
／著 PHP研究所 1204 2006.1

5 夜明けの街で 東野　圭吾／
著 角川書店 1187 2007.6

6 おひとりさま
の老後

上野　千鶴子
／著 法研 892 2007.7

7 ダイイング・
アイ

東野　圭吾／
著 光文社 862 2007.11

8 陰日向に咲く 劇団ひとり／
著 幻冬舎 858 2006.1

9 一瞬の風になれ
1

佐藤　多佳子
／著 講談社 746 2006.8

10 流星の絆 東野　圭吾／
著 講談社 741 2008.3

予約ベスト 10　《一般書》

＊話題の作品『ホームレス中学生』が 1位になりました。

順位 書　名 著　者 出版者 貸出回数 出版年

1 ぐりとぐら 中川　李枝子
／さく 福音館書店 1287 1967

2 はらぺこあおむし エリック＝カー
ル／作・絵 偕成社 1069 1976

3 ぐりとぐらの
えんそく

なかがわ　り
えこ／〔著〕 福音館書店 924 1983

4 三びきのやぎの
がらがらどん

マーシャ・ブ
ラウン／え 福音館書店 913 1965

5 からすのパン
やさん

かこさとし／
文・絵 偕成社 894 1973

6 かいけつゾロリの
てんごくとじごく

原　ゆたか／
さく・え ポプラ社 890 2002

7 おばけのバー
バパパ

アネット・チ
ゾン／さく 偕成社 885 1972

8 ぐりとぐらの
かいすいよく

なかがわ　り
えこ／さく 福音館書店 875 1977

9 かいけつゾロリの
ようかい大リーグ

原　ゆたか／
さく・え ポプラ社 869 2003

10 どろんこハリー ジーン・ジオ
ン／ぶん 福音館書店 862 1964

貸出ベスト 10　《児童書》

＊長年読みつがれている作品が多く借りられています。

順位 書　名 著　者 出版者 予約件数 出版年

1 おしいれのぼ
うけん

ふるた　たる
ひ／さく 童心社 165 1974

2 ぶたのたね 佐々木　マキ
／著者 絵本館 149 1991

3 １００万回生
きたねこ

佐野　洋子／
作・絵 講談社 143 1977

4 からすのパン
やさん

かこさとし／
文・絵 偕成社 109 1973

5 かいじゅうたち
のいるところ

モーリス・セン
ダック／さく 富山房 95 1975

6 わすれられな
いおくりもの

スーザン・バー
レイ／さく・え 評論社 90 1987

7 いやいやえん 中川　李枝子
／さく 福音館書店 85 1962

7 じごくのそう
べえ

田島　征彦／
作 童心社 85 1978

9 これはのみの
ぴこ

谷川　俊太郎
／文 サンリード 82 1979

10 エルマーのぼうけん
ルース・スタイル
ス・ガネット／さく 福音館書店 81 1963

予約ベスト 10　《児童書》

＊書評やブックリストに掲載された作品に多く予約がありました。
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講演会へのご来場ありがとうございました

みなさまからのご意見よりみなさまからのご意見よりみなさまからのご意見より

さる3月19日（水）、民俗学者で東北芸術工科
大学大学院長の赤坂憲雄先生をお迎えして、「読書
のまち・かわさき」図書館講演会を開催いたしま
した。当日はあいにくの雨にもかかわらず202名
の方にご参加いただきました。
今あらためて評価されている岡本太郎の民族学
的足跡や、一般的なイメージからは意外と思われ
る側面など、赤坂先生の淡々とした口調で語られ
る刺激的な内容に多くの方が引き込まれている様
子でした。終了後のアンケートでも「画家以外の
面に驚きました」「アカデミックな内容でよかった」
などの感想がよせられ、内容の濃い、知的好奇心
の高まる講演でした。

講演会へのご来場ありがとうございました

赤坂憲雄講演会「岡本太郎の見た日本」

図書館ホームページ「みなさまからのご意見」のコーナーには、ホーム
ページ開設以来、多くのご意見・ご要望をお寄せいただいています。
平成19年度は全部で328件でした。集計結果から主なものを紹介いた
します。

1位　予約・リクエストに関するご要望・お問い合わせ　　　23パーセント
ホームページからの予約方法やメール連絡に関するご質問など、資料の予約・リクエストに関するご意

見を数多くいただきました。

2位　予約順位表示・予約取消しのご要望　　　　　　　　　12パーセント
インターネット予約ができるようになって以来、この件に関して多くのご要望をいただいています。こ

れまでコンピュータシステムの制約で実現できませんでしたが、7月からの新システムではどちらも可能に
なります。

3位　ホームページの内容に関するご意見・お問い合わせ　　11パーセント
「パスワードを忘れてしまいました」「ホームページの地図に返却ポストの位置をわかるようにしてほし
い」などホームページの利用方法と内容に関してお問い合わせ、ご要望をいただきました。返却ポストの
位置についてはホームページに掲載させていただきました。

そのほか4位：図書館利用に関するご意見（貸出方法、案内や利用マナーについて）9パーセント、5位：図
書館施設についてのご意見・ご質問（分館、自動車文庫、閲覧席について）8パーセントなどがありました。

お寄せいただいたご意見・ご要望をもとに、皆さまのニーズにあった図書館サービスを目指します。

Lettersみなさまからのご意見より
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川崎市域に現存している道
みちしるべ

標は、74基を数える

ことができます。勿論、調査が進めばさらに増える

ものと思われます。この中には明治・大正・昭和期

のものも含まれていますので、江戸時代の道標はか

なり少なくなります（道標には立てられた年次の不

明のものもあります）。

道標は庶民が必要であるため、民間によって造立

されたものですから、地域社会の動向を知るための

貴重な資料です。この点、文献と共に石造物の存在

が、これからも重視されることになります。道標の

なかで、「八王子道」の存在を示しているのは、先

ず、東から幸区神明町の静翁寺境内にある、嘉永5

年（1852）の巡礼供養塔に「いなけ八王子道」と

刻んであるのがあげられます。次に中原区宮内の常

楽寺・春日神社の参道近くにある、文政7年（1824）

9月の薬師如来道標で、その側面には、「左　みぞ

のくち　八おうじ」、「右　小すぎ　川さき」と、い

わゆる八王子道の道筋が示されています。

高津区溝口にある『大山街道ふるさと館』の前

には、文政12年（1829）3月の高幡不動尊道標

があります。これはかつて近くの宗隆寺の門前に

あったものを移したのです。それには「南　川崎

道」「西　大山道」「東　青山道」「北　登戸エ一リ、

大丸エニリ、高幡エニリ、日野エ十町余、八王子エニリ」

と刻んであります。これによって、北へは、高幡

不動尊に向かう八王子道の地点の間の距離が記し

てあり、南への川崎道への接続も示しております。

また、この八王子道が、溝口で青山道・大山道と

交差していることも分かります。つまり青山道・

大山道は矢倉沢往還と重なりますので、江戸時代

の前期から、すでに八王子道が設けられていたこ

とも想像されます。なお、多摩区枡形の日本民家

園内にも寛政11年（1799）4月の八王子道の道

標があり、「西　八をうし道」「右　かわさき道」

と刻まれています。また、麻生区栗木台にある天

明2年（1782）3月の庚申塔には、「左　八王子道」

「右　府中道」とあり、同区上麻生の浄慶寺境内に

ある、文政12年（1829）11月造立の馬頭観音

塔には、「南　かな川道」「西　八王子道」「東　江

戸道」と刻んであります。このように、現在、川崎

区を除いたほぼ各区には「八王子道」の存在を示し

た道標が分布していることに注目したいと思いま

す。

これと共に、同じ方向を示している「ふちゆみち」

「府中道」の道標のあることも注視したいと思いま

す。この二つの道の呼称は、道筋としては重なって

いるとみることができます。

川崎図書館（200－7011）
幸　図書館（541－3915）
中原図書館（722－4932）

高津図書館（822－2413）
宮前図書館（888－3918）
多摩図書館（935－3400）

麻生図書館（951－1305）大師分館（266－3550）
田島分館（333－9120）
日吉分館（587－1491）

橘　分館（788－1531）
柿生分館（986－6470）
菅閲覧所（946－3271）
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