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宇治市図書館事業計画を策定しました。
宇治市図書館は地域を支える知の拠点、情報の拠点としての役割を果たしていくた
め、平成 30 年３月に「宇治市図書館事業計画」を策定しました。
この計画に沿って今後４年間、基本的な図書館サービスの充実を図り、市民の誰もが
気軽に図書館を訪れ、多様で質の高いサービスが受けられるような魅力ある図書館運営

基本的運営方針

1. 読む楽しさ、学ぶ喜びを創出する図書館
2. 情報の拠点として地域を支える図書館
3. 地域文化を未来につなぐ図書館
4. 誰もが利用しやすい図書館
5. 人とともに成長する図書館

※計画は宇治市ホームペー
ジ又は宇治市図書館でご
覧いただけます

に努めて参ります。

図書館が大好き、いつも利用している、という皆さんに図書館の魅力を紹介していただきます。

宇治市図書館公式
Facebookを開設しました。

図書展示やイベント等の情報を
タイムリーに発信しています。
皆さんの「いいね！」をお待ちし
ています。
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子ども向けのサービス
①おはなし会

図書館ではさまざまな子ども向けの行事を行っています。
夏休みにはお楽しみ会、 工作教室、 多言語のおはなし会、 冬休みに
はクリスマス会などをしています。 その他、 赤ちゃんタイム、 読みメ
ンのおはなし会、ぬいぐるみのおとまり会なども実施しています。
また、 児童書の他、 大型絵本、 紙芝居、 児童向け大活字本などを揃
えています。
毎月のおはなし会は紙芝
居を楽しみにしています！

②赤ちゃんタイム
赤ちゃんタイムは、 小さなお子
様連れの方に気兼ねなく図書館
を利用していただくための時間
です。この日は、 乳幼児向けの
おはなし会や絵本探しのお手伝
い、 館内の案内等をします。
参加者の皆さんの交流の機会に
もなっています。

ぬいぐるみのおとまり会

図書館を利用したいけ
ど、 赤ちゃんが泣いて
しまうかも・・・。
赤ちゃんタイムな
ら大丈夫。いっしょ
に行きましょう。

高齢者や障害者向けのサービス
①大活字本

②出張おはなし会
職員が高齢者施設や集会所へ
出向いて紙芝居や絵本を読み
ます。 大人の方向けの紙芝居
や絵本もありますので、 ぜひ
ご利用ください。

目が見えにくくなってきた人が
読みやすい大きな活字の本が
あって助かります。

③そのほかのサービス
点字図書やカセットブックを揃えています。
そのほか、見にくい方のため、デイジー図書
（録音図書）を京都ライトハウスより借用し
て提供しています。
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中央図書館は、平日18時まで開館しています。
開館時間が延びて便利に
なったという田中さん親子に
お話を伺いました。

どくしょつうちょう
の スタンプを集 め
ています。

１８時まで開いていると
子どもといっしょに来るこ
とができるのでとっても
助かっています。

田中 薫さん
田中小春ちゃん

〈どくしょつうちょうとスタンプ〉
読んだ本のタイトルや感想などを書
込みます。３０冊になるとスタンプを
押印します。

京都市の図書館が利用できます。
京都市在住の
H.U. さん

両市の図書館をフル活用し
ています。 利用できる本が
増えました。
京都市図書館との相互利用

宇治市民、京都市民は、両市の図書館の貸出券を
作る事ができます。また、それぞれの市の図書館
で本の貸出等のサービスを受けることができます。

読書や調査・研究等の相談ができます。
・町名の由来を知りたい。
・昔あったお寺のことが知りたい。
・相続について調べたい。

本の予約やリクエストができます。
浜田陽子さん

本をど んど ん 予 約し
ています。 今は読書
三昧の毎日です。
予約

借りたい本を１日３点まで予約できます。予約し
た本が用意できると、図書館から連絡があります
ので、１週間以内に貸出をしてください。窓口・
電話での申込みのほか、市の図書館ホームページ
から予約することもできます。（インターネット予
約には、パスワードの登録が必要です。）
リクエスト

図書館にない本はリクエストをすることができま
す。購入又は他の図書館からの借受けによって、
可能な範囲でご用意します。

・書名の分からない本を探したい。
・・・お困りの時は職員にご相談ください。
※調べものをする場合、 インターネットは非常に便利な
ツールです。しかし、インターネット上には不確かな情
報が多く混在しています。 信頼できる情報を得るため
には、出典が明らかな図書館の資料をご活用ください。

何か調べたいことが
ある時は図書館で相
談できますよ。
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予約図書配本サービス

図書館がお近くにない方やお仕事帰りの方などに
ご好評いただいているサービスです。

図書館の本を身近な施設（配本所）で受取り、 返却することができるサービスです。
毎週１回、 予約された本を図書館から配本所に届けます。本を受取ることができる日は事前に電話等
でお知らせしますので、 配本所に届いた日から１週間以内にお受取りください。
現在、 下記６か所の配本所があります。
・木幡公民館 ・槇島コミュニティセンター ・開地域福祉センター ・京都文教大学図書館
・南宇治コミュニティセンター ・ゆめりあうじ（男女共同参画支援センター）
南宇治コミュニティセ
ンターご利用の福家靖
子さん

ゆめりあ宇治は、金曜日は午後８時まで開いてい
ます。ぜひご利用ください。

ゆめりあうじご利用の
塚本裕美さん
塚本美菜ちゃん

毎週本が届くのが楽しみ。
本を読むのは、自分にとっ
て至福の時間です。

木 幡 公 民 館ご 利 用 の
堤住子さん

「図書館で働くお姉さんにな
るのが夢。」 という美菜ちゃ
ん。 ぜひ夢をかなえてくださ
いね。

その他のサービス
図書館では、季節や時事等をテーマとした図書の展示・
貸出を行っています。また、リサイクル市、 講演会、
朗読会など様々なイベントを開催しています。

テーマ図書展示
「吾輩ハ漱石デアル」

配本サービスが始まったと
きから木幡公民館を利用
しています。 袋を開ける
時が一番の楽しみです。

親子３代で利用していま
す。ゆめりあうじが利用で
きるようになって本当に便
利になりました。

・宇治市内及び京都市内に在住、または宇治
市内に通勤・通学されている方は、貸出券
を作ることができ一人十点、三週間まで図
書等が借りられます。貸出券は全館共通で
す。図書館で借りた図書等は市内のどこの
図書館でも返却することができます。
・ 中 央 図 書 館は、平日九時から十八時 まで、土
日祝日九時から十七時まで開館しています。
東宇治図書館・西宇治図書館は、平日、土
日祝日とも九時から十七時まで開館してい
ます。
・休館日は毎週月曜日、第四木曜日（いずれ
も祝日の場合は翌日）、祝日の翌日（土・日
曜日の場合は平日に振替）、年末年始、蔵書
点検期間です。
・予約された本（ＣＤ・ＤＶＤを除く）を市
内六か所の施設（木幡公民館、槇島コミュ
ニティセンター、南宇治コミュニティセン
ター、開地域福祉センター、京都文教大学
図書館、男女共同参画支援センター）で受
け取ることができます。
原則週一回、木曜日の午後に搬送します。
・図書館で借りた本は右記の六か所の施設へ
は返却できません。

今回インタビューにご協力いただ
きました皆さんありがとうございま
した。今後も図書館は利用者のみな
さまのご期待に沿えるよう様々な
サービスを提供してまいります。ど
うぞよろしくお願いいたします。
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