Iruma City Library User's Guide
いるましりつ としょかん りよう あんない
Opening Hours （Central Library，Seibu，Fujisawa branch Libraries）
あいているじかん（ほんかん、せいぶぶんかん、ふじさわぶんかん）
■On Weekdays （Tuesday to Friday） AM9:00～PM8:00
へいじつ（かようび～きんようび）は、ごぜん９じから、ごご８じまで
■On Weekends and holidays AM9:00～PM5:00 どにち、きゅうじつは、ごご５じまで
Opening Hours （Kaneko branch Library） あいているじかん（かねこぶんかん）
■AM9:00～PM5:00 ごぜん９じから、ごご５じまで

Closed やすみのひ
■Monday （If national holidays，is open） げつようび（きゅうじつは、あいています）
■New year's holidays ねんまつねんし（１２／２９～１／４）
■Maintenance day.（generally, every month-end） かんないせいりび（げんそくとしてげつまつ）
■Special maintenance period とくべつせいりきかん
Library card りようしゃカード
■People who lives in，works at，or a student in Iruma City can make a library card. ID card, which
proves your name and address, such as an Foreign registration card，is needed.
いるましにすんでいる、いるましではたらいている、いるましのがっこうにかよっているひとは、
りようしゃカードをつくることができます。りようしゃカードをつくるには、がいこくじんとう
ろくしょうなど、じゅうしょがかくにんできるものがひつようです。
■A library card is available to all branch libraries in Iruma City
りようしゃカードは、いるましのすべてのとしょかんでつかえます。

Borrowing かりるには
■Please bring materials and your Library card to circulation counter.
しりょうとりようしゃカードをかしだしカウンターへもってきてください。

Materials

Borrowings かしだし

しりょうのしゅるい

Pieces かず

Books

10pieces

ほん・ざっし

10 さつ

Audio-visuals

４pieces

しちょうかくしりょう

4 てん

Reservations よやく

Period きかん

Pieces かず

On hold とりおき

１４days 14 にち

Same as
borrowing pieces

7days 7 にち

かしだしの
かずとおなじ

Returning かえすには
■Please return to each branch libraries. library card isn’t needed.
かくとしょかんのへんきゃくカウンターへおかえしください。りようしゃカードはひつようあり
ません。
■Please use the returning slot at each branch libraries in Iruma City if it is closed.
としょかんがしまっているときは、かくとしょかんにあるへんきゃくポストをごりようください。

Password Registration パスワードのとうろく
■You can register password, from library website and OPAC(Online Searching system in library).
ID card is needed.
パスワードは、ＯＰＡＣ（かんないのしりょうけんさくき）
、としょかんホームページからとうろ
くができます。
（りようけんがひつようです）
■If you login to library website with your password, you can reserve materials, can check for

borrowing situations, and availability of reserved materials.
（You can use from your mobile phone also.）
パスワードをとうろくすると、ＯＰＡＣ、としょかんのホームページから、
ほんがよやくでき、かしだしじょうきょうなどもかくにんできます。
（けいたいでんわからもりようできます。
）

To register E-mail address Ｅ‐メールアドレスのとうろく
■You can register E-mail address from library website and OPAC(Online Searching system in
library). ID card and password is needed.
E-メールアドレスは、ＯＰＡＣ（かんないのしりょうけんさくき）、としょかんホームページか
らとうろくができます。
（りようけん、パスワードがひつようです）
■If you register E-mail address, we will send you E-mail of available reserved materials.
よやくしりょうがじゅんびできたときに、とうろくしたメールアドレスでおしらせします。

Photocopy service（10 yen per page.） コピーサービス（１めん１０えん）
■Photocopies are available for library materials within the limits of the copyright law.
としょかんのしりょうは、ちょさくけんほうのはんいないで、コピーすることができます。

Internet service インターネットサービス
■ There are several computers which you can access the Internet. Application is needed.
E-mails and printings are not available.
としょかんのパソコンでべんきょうをもくてきに、ホームページをみることができます。
もうしこみがひつようです。※メールそうじゅしんやいんさつなどはできません。

Libraries in Iruma City いるましのとしょかん
■Central Library ほんかん
Address：1-1-7 Koyodai Iruma City じゅうしょ：いるまし こうようだい１-１-７
Phone number でんわばんごう 04‐2964‐2415
■Seibu branch Library

せいぶぶんかん

Address：1084-12 Bushi Iruma City じゅうしょ：いるまし ぶし１０８４-１２
Phone number でんわばんごう 04-2932-2411
■Kaneko branch Library

かねこぶんかん

Address：535-1 Teradake Iruma City じゅうしょ：いるまし てらだけ ５３５－１
Phone number でんわばんごう 04-2936-1811
■Fujisawa branch Library

ふじさわぶんかん

Address：846-1 Shimofujisawa Iruma City じゅうしょ：いるまし しもふじさわ 846-1
Phone number でんわばんごう 04-2966-8080

