
市川市立図書館 利用ガイダンス№2 2021.9 

2. 本を返せる場所のご案内 
1. 本を返すには・・・ 図書館以外に、返却ポストと関連施設があります 

    
 

○利用者の皆様の利便性向上のため、駅前の公共施設など市内各所に図書を返却できる「返却ポ
スト」 を設置しています。どうぞご利用ください。 

なお、施設の休館日にはご利用になれません。表の「ポストを利用できる時間」を必ずご確認ください。 

公共施設は、年末年始期間（12月 28日から 1月 4日まで）は休館となり、ご利用になれません。 

○市内の図書館・関連施設名が入ったバーコードの図書・雑誌などが返却できます。 

○返却ポストが満杯の場合は、紛失の恐れがあるため投函しないでください。 

○CD・DVDは、破損の恐れがあるため、図書館及び大野と西部公民館図書室の窓口に直接お返しください。 

○回収後に返却の処理を行いますので、返却ポストをご利用の際は、返却日に余裕を持って投函してください。 

回収日が祝日などにあたる場合、変更することがあります。 

○返却期限を過ぎた場合は、インターネットからの予約ができなくなりますので、ご注意ください。 
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○図書館の場合は、休館日・閉館後に投函できる返却口（建物入り口の横など）があります。開館中は、お手数ですが窓
口までお持ちください。 

○関連施設に返す場合は、図書室が開いているときにお返しください。 

2. エリア別 返却ポストと関連施設一覧表 

北東部エリア 

番号 施設名 場所 ポストを利用できる時間 回収日 

1 

大野公民館 

（大柏出張所） 

JR市川大野駅より徒歩 13分 

南大野 2－3－19 
 
℡ 047-339-3400（公民館） 

8時 40分から 21時 

！ 祝日は利用できません。 

図書室が開いているときは、二階の図書室にお
返しください。 

火～ 

日曜 

予約受取・CD/DVD 
大野公民館図書室 

開室日時 

火曜から日曜：9時 30分から 12時  13時から 17時 

但し、祝日は休室です。 
 

2 
大柏市民図書室 

予約受取 

大野町 2－1877 

℡ 047-338-7897 

図書室が開いているときにお返しください。 

（水・土・日 10時から 16時） 

水曜 

土曜 

3 中山窓口連絡所  
 小さなポスト  

京成中山駅参道北へ徒歩 5分 

中山 4－14－1 

月曜から金曜 8時 45分から 17時 

！ 土曜・日曜・祝日は利用できません。 

火曜
金曜 

4 
東部公民館図書室 

予約受取 

本北方 3－19－16 

℡ 047-337-8886 

図書室が開いているときにお返しください。 

（火・水・土 10時から 12時  13時から 16

時 30分） 

水曜
土曜 

 

北西部エリア 

番号 施設名 場所 ポストを利用できる時間 回収日 

5 
ベルクス市川 

堀之内店 

北総線北国分駅より徒歩 5分 

堀之内 3－6－13 

10時から 21時 

！ 店舗が営業している日時となります。 

火曜
木～
日曜 

6 
歴史博物館 北総線北国分駅より徒歩 8分 

堀之内 2－27－1 

9時から 16時 30分 

！ 施設の休館日（月曜等）は利用できません。 

火曜
金曜 

7 
千葉商科大学付属
図書館 

予約受取 

千葉商科大学 キャンパス内 

国府台 1－3－1 

月曜から土曜 9時から 21時 30分 

！ 大学図書館の休館日（日曜等）は利用できませ
ん。 

火曜
金曜 

新型コロナウイルス感染防止のため、学外利用者が構内に入ることができないため、利用になれません。 

！ 
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8 
西部公民館図書室 
 

予約受取・CD/DVD 

中国分 2－13－8 

℡ 047-371-2777 

図書室が開いているときにお返しください。 

（火曜から日曜 

9時 30分から 12時、 13時から 17時） 

火～
日曜 

9 
曽谷公民館図書室 
 

予約受取 

本北方 6－25－5 

℡ 047-372-2871 

図書室が開いているときにお返しください。 

（水・木・土・日  

10時から 12時、 13時から 16時 30分） 

水曜
土曜 

10 

菅野公民館 
 

  小さなポスト  
    

菅野通り、日出学園と 

国府台女子学園の間 

菅野 3－24－2 

9時から 21時（当面 16時 30分で閉館）時 

！ 祝日（祝日が日曜日の場合は振替休日の日）
及び、 月の最終月曜日は利用できません。 

火～ 

土曜 

 

▷ 市民図書室と公民館図書室（曽谷と東部） 市民図書室は、学校に併設された図書室です。 

各図書室の蔵書を借りるには、カードポケット式の登録（1人 2冊まで）が必要です。借りた図書は借りた図書室のみにお
返しください。 

▷ 千葉商科大学付属図書館  利用提携により市立図書館所蔵の予約図書を受け取ることができます。 

千葉商科大学付属図書館の入館及び利用に際しては、「CUCライブラリーカード」を発行します。大学図書館の所蔵資料
も、このカードで借りることができます。詳しくは、ガイダンス 4-4「千葉商科大学付属図書館で予約図書を受けるには・・・」を
参照してください。 

▷ ウィズ情報資料室  男女共同参画センターの中に併設された図書室です。 

男女共同参画社会の形成の促進に関する幅広い資料や情報について収集・提供する図書室です。約 2万冊程度の蔵
書があり、市立図書館の利用券と共通で借りることができます。 

中部エリア（八幡・市川・原木中山） 

番号 施設名 場所 ポストを利用できる時間 回収日 

11 

情報プラザ 2階 

JR本八幡駅南口より徒歩 1分 

南八幡 4－2－5  

℡ 047-314-0811 

8時から 20時 30分  

！ 第 4日曜日は利用できません。 

火～ 

日曜 

予約受取 受取窓口の日時 
火曜から金曜：10時から 19時 30分 

土曜・日曜・祝日：10時から 18時 
 

12 市役所第 1庁舎 

JR本八幡駅北口より徒歩 10分 

京成八幡駅出口より徒歩 5分 

八幡 1－1－1 

8時から 20時 

！ 閉庁後も庁舎八幡宮側入口から入れます。 

火～ 

日曜 

13 中央図書館 鬼高 1－4－1 休館日・閉館後に投函できる返却口があります。 火～日 
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14 平田図書室 平田 1－20－16 休館日・閉館後に投函できる返却口があります。 火～日 

15 市川公民館 

JR市川北口駅より徒歩 3分国
道 14号沿い  

市川 2－33－2 

9時から 21時 

！ 祝日（祝日が日曜日の場合は振替休日の日）は
利用できません。 

！ 月の最終月曜日は利用できません。 

火曜
木曜
金曜
日曜 

16 市川駅南口図書館 市川南 1-10-1 ザ・タワーズ・ウエスト三階 休館日・閉館後に投函できる返却口があります。 火～日 

17 
ウィズ情報資料室 

予約受取 

市川 1－24－2 

℡ 047-322-6700（事務室） 

図書室が開いているときにお返しください。 

（水・土・日 9時 30分から 17時） 

！ 祝日は休館です。 

水曜 

日曜 

18 信篤図書館 高谷 1－8－1 休館日・閉館後に投函できる返却口があります。 火～日 

南部エリア （行徳・南行徳） 

番号 施設名 場所 ポストを利用できる時間 回収日 

19 南行徳市民センター 

東西線南行徳駅南口より徒歩 1

分 

南行徳 1－21－1   

8時 30分から 21時   

！ 月の最終月曜日は 17時までとなります。但し、祝
日と重なる日は利用できません。 

火～ 

日曜 

20 塩浜市民体育館 
東西線南行徳駅より「ハイタウン
塩浜行きバス」終点下車 

塩浜 4－9－1 

9時から 21時   

！ 毎週月曜日は 17時までとなります。また祝日の翌
日も 17時までとなります。 

！ 月の最終月曜日は利用できません。 

木曜
日曜 

21 南行徳図書館 相之川 1－2－4 休館日・閉館後に投函できる返却口があります。 火～日 

22 
福栄市民図書室 

予約受取 
南行徳 2－2－1 

℡ 047-395-5020 

図書室が開いているときにお返しください。 

（水・土・日 10時から 16時） 

水曜 

日曜 

23 イオン市川妙典店 

1番街 南側出入口 

および西側の 3番街側出入口 

妙典 5－3－1 

9時から 23時  

！ イオン市川妙典店が営業している日時となります。 

火～ 

日曜 

24 
塩焼市民図書室 

予約受取 
塩焼 5－9－8 

℡ 047-397-6823 

図書室が開いているときにお返しください。 

（水・土・日 10時から 16時） 

水曜 

日曜 

25 行徳図書館 末広 1－1－31 休館日・閉館後に投函できる返却口があります。 火～日 

※図書館では、新規の利用登録や、蔵書及び CD/DVDの貸出・返却、予約の受取、本のご相談等の図書館サービスを受け
ることができます。 
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