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※変更は随時館内と図書館のホームページでお知らせします。

第1水曜日・・・・・・午後3時から

第3水曜日・・・・・・午後3時30分から

第2水曜日・・・・・・午後3時から
第4金曜日　午前11時から

１２月17日金曜日　午前10時から 

電子書籍サービスのご紹介（１） ・ ・ ・
電子書籍サービスのご紹介（２） ・ ・ ・
イベントの開催報告   ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

電子雑誌を
読んでみよう！

昭島市民図書館で電子書籍が読めます！詳しい利用方法は２ページ目をご覧ください。
　　「昭島市民図書館電子書籍サービス」では
需要調査のため、期間限定で電子雑誌サービスの
実証実験を行います。 電子書籍サービスで、
いつでも・どこでも雑誌が閲覧できます。
100タイトル以上の電子雑誌が読み放題！
 「昭島市民図書館電子書籍サービス」にログイン
するだけで利用できます。新たな登録は必要ありません。

2021年11月15日（月曜日）から12月24日（金曜日）まで
利用できる方

昭島市在住で、有効な貸出券をお持ちの方（相互利用、その他登録、団体利用の方はご利用いただけません）
利 用 方 法

「昭島市民図書館電子書籍サービス」にログイン後、「TRC-DLマガジン」にアクセス
 詳しくは「昭島市民図書館電子書籍サービス」サイトをご覧ください。

注 意 点
同時アクセス数の上限があります
実証実験中、TRC-DLマガジンに同時にアクセスできるのは20名までです。上限人数を超えている場合は
TRC-DLマガジンにアクセスできません。恐れ入りますが、別の時間帯に再度お試しください。

実 施 期 間

さらに

動作環境（ブラウザ）

Chrome ,  Sa far i ,  Microso f t  Edge  最新バージョン

実証実験中のため、一部画像の表示等が乱れる場合があります。 また、雑誌タイトルや巻号は

随時追加される予定です。電子図書館の利用には、インターネットが利用できるパソコン、スマートフォン、

タブレット端末等をご利用ください。

一部雑誌の最新号は図書館の館内のみで利用できます
最新号の閲覧は昭島市民図書館の館内のみでご利用できます。
館内限定の号を読むには：市民図書館（アキシマエンシス内）のインターネット・データベース席からご利用
いただくか、昭和分館、緑分館、やまのかみ分室内で、お手持ちの端末の位置情報（GPS）機能をオンにして、
「昭島市民図書館電子書籍サービス」から「TRC-DLマガジン」にアクセスしてください。

期間限定期間限定期間限定 電子雑誌サービス電子雑誌サービス電子雑誌サービス

雑誌が閲覧できます。雑誌が閲覧できます。雑誌が閲覧できます。
100タイトル以上100タイトル以上100タイトル以上

※市民図書館の乳幼児向けおはなし会は12月から再開します。

小学生向け・・・11月17日（水） 午後3時30分から
12月15日（水） 午後3時30分から

幼児向け・・・・・11月1０日（水） 午後3時から

1２月  ８日（水） 午後３時から
1２月２６日（日） 午前11時から

１１月２８日（日） 午前１１時から
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昭島市民図書館電子書籍サービスについて（昭島市内在住の利用者が対象です）
昭島市民図書館電子書籍サービスでは、図書館で収集・集積しているさまざまなデジタル化資料
を検索・閲覧できるサービスをご利用いただけます。インターネットにつながったパソコンや、
スマートフォンを通じて電子書籍の貸出、予約を行うことができます。

昭島市内在住で昭島市民図書館の貸出券をお持ちの方。
利用者IDは昭島市民図書館の貸出券番号７桁、初期パスワード
は登録された生年月日８桁で設定されています。
例）２０２０年５月１２日 → 20200512

一人2点まで2週間(15日間)借りることができます。
貸出延長は１回のみです。
※貸出期間が過ぎますと資料は自動的に返却されます。

一人2点までご予約できます。取り置き期限は前の方が
返却されてから５日間（６日間）になります。
※予約資料確保の連絡はありませんので、適宜ご自身で確認
　していただくようお願いします。
　取置期限を過ぎると自動的に予約がキャンセルされます。

次の方の予約がない場合、貸出中の資料の貸出期間
を１回（延長ボタンを押してから１５日間）のみ延長
することができます。

操作
案内

資料を探す 次の方法で資料を探すことができます。

お好きなジャンル
を選択すると、
選択したジャンルの
検索結果一覧が
表示されます。

ジャンルから探す
検索ワードから探す
検索ワードを自由に入力して検索
することができます。
また、詳細検索では 資料名、
著者名、出版者名など細かく条件
を指定して検索することもできます。

資料を借りる•読む
「借りる」ボタンを押すと、資料を借りることができます。
ダイアログが表示されたら貸出は完了です。
資料を借りた後、「読む」ボタンを押すと、電子書籍ビューワ
のページが開き、資料を読むことができます。
＊資料を借りるにはログインする必要があります。
＊一部の資料はログイン後に貸出せずに読むことができます。

資料を返す

資料を返却する場合、「返す」ボタンを押すと返却手続き
ができます。ダイアログ表示で、返却手続きは完了です。
＊返却手続きをしなかった場合でも、ご利用期限日を過ぎると
　自動的に資料が返却されます。

利用状況を確認する

マイページからご自分のご利用状況を
確認できます。現在借りている資料や
予約している資料の確認のほか、延長、
返却、予約
の取消など
をすること
ができます。

コンテンツタイプの紹介

電子書籍
（リフロー）

文章を中心とした電子書籍で、
文字の大きさや本によっては縦書き、
横書きが変えられる書籍です。

電子書籍
（フィックス）

「紙の本」と同じレイアウト（配置やデザイン）
で表示される電子書籍です。
電子書籍（リフロー）と違い、文字の大きさ
や縦書き、横書きは変えられません。

リッチ
コンテンツ

アニメーションや3D（立体）等が表示される
コンテンツです。

動画
コンテンツ 動画が再生するコンテンツです。

音声
コンテンツ

音声が再生するコンテンツ（オーディオ
ブックなど）です。

動作環境
※当電子図書館をご利用の際はお使いのブラウザでCookie、
及びTLS1.2を有効にしてご利用ください。　以下対応OS
＜Windows(PC)＞　OS︓Windows10 / 8.1
　ブラウザ︓Microsoft Edge / Internet Explorer 11 / Chrome
　※WindowsでのSafariは動作保証外となります。
＜Mac(PC)＞　OS︓Mac OS 10.9.0 以降
　ブラウザ︓Safari
　※｢プライベートブラウズ｣が設定されている場合は閲覧できません。
（｢プライベートブラウズ｣が設定されているとブラウザーメニュー枠がグレーで表示されます。）
＜iOS(iPad)＞　OS︓iOS 9.3.6、10.3.4 ～ 12.4.2 / iPadOS 13.1 以降
　ブラウザ︓Safari
　※｢プライベートブラウズ｣が設定されている場合は閲覧できません。
（｢プライベートブラウズ｣が設定されているとブラウザーメニュー枠がグレーで表示されます。）
＜iOS(iPhone)＞　OS︓iOS 9.3.6、10.3.4 以降
　ブラウザ︓Safari
　※｢プライベートブラウズ｣が設定されている場合は閲覧できません。
（｢プライベートブラウズ｣が設定されているとブラウザーメニュー枠がグレーで表示されます。）
＜Android / Chromebook＞　OS︓Android 4.4 以降
　ブラウザ︓Chrome / 端末搭載標準ブラウザ

絵本から始める英語
の多読について学ぶ
講座を開催しました。

　　    - 参加された人の声 -
「とても興味深かったです。
　　シリーズでもう何回か開催して
　　　　ほしいです。」
「絵から学ぶという手法も、
　  楽しく自分のものにする方法の
　　     ひとつであることを感じました」

講師:酒井邦秀氏（NPO多言語多読理事）

『源氏物語』を使用
して、漢字、カタカ
ナ、ひらがなの成り
立ちと日本語につい

　　　- 参加された人の声 -
「とても引き込まれて
　　　　　面白い講義でした。」
「高校の古典では習わなかった
　　  とても興味深い内容でした。」

て学ぶ講座を開催しました。
講師:入口敦志氏（国文学研究資料館副館長）

アキシマエンシス
のシアターにて、
映画会を開催しま
した。

上映作品：『TOMORROW　明日』

図書館映画会

飲み比べをしながら
コーヒー豆の違いや
スペシャルティコー
ヒーについて学ぶ

　　　- 参加された人の声 -
「美味しいコーヒーが飲みたかった
　ので、今日からのコーヒータイム
　　が楽しみになりました。」
「このような場所があるんですね。
　　　　もっともっと昭島を知りたく
　　　　　　　　 なりました。」

ワークショップを開催しました。
講師:森田明日香氏（Coffee Wrightsバリスタ ）

コーヒーワークショップ
～飲み比べをしながらコーヒーを学ぼう～

終
了
御
礼

子ども読書活動
推進事業として、
小学生を対象に

とびだす絵本をつくるワークショップ
を開催しました。

講師:山本省三氏（絵本作家）
　　   - 参加された人の声 -
「とてもいい作品ができ、自分で
　　 本を作れて楽しかったです。」
「楽しく、わかりやすくつくれました。
　　 あっという間の２時間でした。
　　　　  また参加したいです。」

とびだす絵本をつくろう！
子ども読書活動
推進事業として、
未就学児とその

　　　- 参加された人の声 -
「とっても楽しかったです。おうちでも
 いもほりじいさんをやりたいです。」
「赤ちゃんでも楽しめる内容で
　　　　　  とても良かったです。」

保護者を対象に、絵本とわらべうた
ライブを開催しました。

講師:坂野知恵氏（わらべうたうたい）
　　 みなみじゅんこ氏（絵本作家）

絵本とわらべうたライブ

子ども読書活動
推進事業として、
小学校４年生～
６年生を対象に、

百科事典の使い方を学ぶ講座を
開催しました。

　　　 - 参加された人の声 -

「百科事典はどういうものか
　　　　　　　　分かった。」

「むずかしい所もあったけど
　　　　　　　　楽しかった。」

百科事典の使い方講座
簡単な色彩学や画材
の使い方、塗り絵の
楽しみ方について、
実践しながら学ぶ

　　   - 参加された人の声 -
「色、濃淡を出す、重ね塗りなど、
　難しいですが勉強になりました。」
「塗り絵が奥深いものだと
　　 わかりました。これからも
　　　　 続けたいと思いました。」

大人の塗り絵講座を開催しました。

講師:須貝光一郎氏
（サクラクレパス認定大人の塗り絵講師）

大人の塗り絵講座
どなたでも同じ映画
を一緒に鑑賞できる
よう、全編に日本語
字幕や音声ガイドを

　　   - 参加された人の声 -
「耳が聞こえないので、
　  はっきり字幕すばらしいです。」
「白内障が進んでいるので
　　　　　　　　助かりました。」

つけた「バリアフリー映画」を鑑賞す
る会を開催しました。

上映作品：『武士の家計簿』

図書館バリアフリー映画会

無声映画を上映し、
活動弁士が画面の人物
のセリフをしゃべり、
話の筋を説明する上映
会を開催しました。

講師:縁寿(enju)氏（活動弁士）
上映作品：『鞍馬天狗』

　　　 - 参加された人の声 -
「声色の使い分けがすばらしかった。
　　　　　　　実に楽しかった。」
「おもしろかったです。弁士さんに会
  えたのはとても貴重な体験でした。」

弁士付き無声映画上映会
子育て世代に向けて
将来必要になると思
われる資金や費用、

ライフプランについてわかりやすく
解説する講座を開催しました。

講師:増田比呂武氏
(2級ファイナンシャルプランニング技能士・

トータルライフコンサルタント)

　　　 - 参加された人の声 -
「丁寧に色々とお話していただき、
　　　　　わかりやすかったです。」
「子育て世代を助けるこのような
  取り組み、とても良いと思います。」

子育て世代のライフプラン
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利用できる方利用できる方

予約について予約について
貸出期間の延長貸出期間の延長

貸出点数と期間貸出点数と期間

『源氏物語』における仮名
　～ひらがな文学としての『源氏物語』～

昭島市民図書館電子書籍サービスの

ページはこちらからアクセスできます

　　　 - 参加された人の声 -
「すばらしかった。
　いつか見たいと思っていた映画。
　　　　ありがとうございました。」
「今と重なって思うことの多い、
　　　　　　  いい映画でした。」

最新イベント情報
について

昭島市民図書館では様々な
イベントを開催しています！
これから開催する予定の
イベントは、館内ポスターや
図書館のホームページ、
広報あきしまなどでお知らせ

しています。

まずは図書館
ホームページ

の

「イベント情
報」をチェッ

ク！
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市民図書館イベント開催報告
～こんなイベントがありました～

市民図書館イベント開催報告

絵本からはじめる多読
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