中央館
図書館管理 System
(ＬＭＳ)

・ＬＭＳベンダー様との打合せにより構成を
決定の上、対象サーバの設定は弊社で対応
させて頂きます。

分館Ａ
構内ＬＡＮ

利用者の貸出 ( 返却 )、利用者・書誌情
報を一定間隔で特定フォルダーに出力

ブックキッズ端末

・サーバー及びネットワーク、クライアント
機器とバーコードリーダはお客様にてご用
意頂きます。( 推奨 )
・
内のシステムは標準で弊社より
ご提供させて頂きます。

ブックキッズ
サーバー

ブックキッズ端末

ブックキッズ端末

・説明書に沿ってお客様に構築頂く事が前
提です。

図書館管理 System
(ＬＭＳ)

・クライアント機器とバーコードリーダー
はお客様でご用意頂きます。( ご推奨 )
利用者の貸出 ( 返却 )、利
用者・書誌情報を一定間隔
で特定フォルダーに出力

ブックキッズ端末

・
内のシステムは標準で弊社より
ご提供させて頂きます。

■ 図書通帳システム(ＢＫ/ＳＫ) の機能特徴
【利用者から見た場合】
① 画面のガイダンスに従って操作すれば良いので簡単に使用できます。 ● School Kids・Book Kids 用オリジナル図書通帳
をご用意しています。
運用ミスを減らすために、ガイダンス内容やボタン内容を変更した
・ ご要望のデザインの特注図書通帳も作成します。
り、通帳のページ挿入ミス防止用に該当ページを全画面表示し、挿
入ページ単位に確認しなければ記帳できないようなオプションを提
供します。
② 後々の思い出になるような読書感想を、通帳に自由にメモ書きでき
るように設定できます。
③ 最終ページに自分の読書傾向が分かるよう、１０分類のジャンル別
集計が出来るようにしました。同時に読書目標冊数や実績を棒グラ
フ及びレーダーチャートにてグラフ印字を可能にしました。
● 大切な図書通帳を保護する専用ケースもご用意していま
【図書館・学校側から見た場合】
す。専用ケースは銀行の預金通帳に使用されているケー
スと同じ様なケースです。このケースはお子様がランド
① システム価格が一時経費(機器本体)及び消耗品(通帳)とも廉価です。
セルの出し入れの際の用紙折れや、外で遊んで遊んでい
② 設置形態が自由に選択できます。(組込み家具、カウンター設置な
る時の汚れを保護する為のケースです。のにご使用下さ
ど)利用者が直接操作する事も可能ですし、カウンターに設置して
い。通帳の折れや反りは図書通帳に記帳する際の斜行や
司書の方が図書の貸出処理と並行して、利用者の通帳を預かり記帳
給紙エラーなどの原因になりますので、この障害を防ぐ
してあげる事も可能です。
為の必須アイテムです。
③ 司書の方が、利用者の図書通帳の利用状況を随時把握できます。通
帳を発行しているが、記帳をしていない利用者や、図書館別( 端末
別) の利用状況(新通帳発行冊数・利用回数・記帳冊数)をいつでも
確認できます。
④ 図書館と学校の連携が可能になります。利用者が児童生徒の場合は、
１冊の通帳で学校・図書館で借りた履歴を記帳できます。具体的に
はＬＭＳベンダー様との打合せが必要になります。
⑤ 利用者の記帳ミスや利用者のカード紛失時も、管理者画面で簡単に
訂正ができます。
⑥ 貸出・記帳情報などがＣＳＶ形式で吸い上げできるので、ＥＸＣＥ
Ｌなどを利用して各種分析資料を簡単に作成できます。
( 製造・販売元 )

( 販売店・お問合せ先 )

http ： //www.lightkids.co.jp/
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 15-18 EDGE 小伝馬町ビル

TEL(03)4212-8407 FAX(03)3639-4226
Mail ： s.b_kids@dcot.co.jp

「スクールキッズ」図書通帳システム（単館使用）

「ブックキッズ」図書通帳システム（複数館使用）

スクールキッズ ・ ブックキッズの操作画面と図書通帳記帳内容
※ 決め細かい操作ガイド ( 画像と文字 ) で判り易く表現されていま
す。操作ガイダンスは「大人用、子供用、外国語用」３パターン
を準備しています。（外国語：英語、中国語、韓国語など）図書館
のご利用環境に併せて自由に設定ができます。 標準で９種類の記
帳パターンを準備しています。
※ 図書通帳の 1 ページ最終行 ( 頁 ) に読書ページ数合計、正価合計を
印刷する事もできます。読書の成果を確認できます。
※ 1 履歴毎に読者が評価、感想文などを追記できる空白行数を自由に
設定する事ができます。
※ 貸出日、返却日の年号を和暦でも西暦でも印刷する事ができます。
※ 一人の利用者の一日の記帳回数を制限する事ができます。
※ 読書目標と実績の対比グラフをレーダーチャート、または棒グラフ
で印刷する事が出来ます。
※ 本システムのプリンターは通帳印刷専用機ではありませんので、普
通のコピー用紙もご使用いただけます。統計資料の出力などにご利
用ください。
※ 新たに利用者の通帳ページ挿入ミスを避ける為の操作イメージ画
面を追加しました。
※ 新たに新元号対応による和暦年のコントロールを簡単にできる様
にしました。
図書通帳の初期登録時に、利用者番号・発
行日・過去使用冊数・利用者番号バーコード
・図書館案内を印刷します。利用者名と冊数
の印刷可否は自由設定です。
山田 太郎
1000000002
令和○○年 11 月 10 日 (

6 冊目）

読書通帳をご利用される際のご注意
1. 通帳には利用者の貸出履歴情報を印字しますので、 読書ノート ・ 読書日記とし
て幅広くご使用ください。
2. 貸出後なるべく早く記帳してください。
3. 通帳の管理は利用者ご自身の責任で行ってください。
紛失 ・ 盗難などにより不利益が生じた場合、 当館ではその責は負いかねます。
4. 通帳の汚れや破損のひどい場合は、 通帳印字時の障害が発生する可能性があ
りますので、 必ず記帳前に窓口にお越し下さい。

■■■ ○○図書館 ■■■
図書室名 電話番号
開館日
開館時間
---------------------------------------------中央館 03-1111-2222 火～土曜日 9:00 ～ 20:00
日曜日
9:00 ～ 19:00
( 休館日 ) ○毎週月曜日＆祝日
○ABC 図書館のみ日曜日＆祝日

書名・著者名・分類を印刷する一般的なパタ
ーンです。
貸出日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

図書名

270402 蒙朧戦記
270402 恋づくし 宇野千代伝
270402 裏が、 幸せ。
270416 利休の闇
270416 妄想科学小説
270416 無銭横町
270430 夢をまことに
270430 僕とおじさんの朝ごはん
270430 保春院義姫 伊達政宗の母
270430 STORY OF UJI 小説源氏物語
270430 透明カメレオン
270514 東京帝大叡古教授

貸出日
図書名
13 270514 島と人類
14 270514 奴隷小説
15 270528 電車道
16 270528 ラ ・ ミッション 軍事顧問ブリュネ
17 270528 大奥の座敷童子
18 270611 千日のマリア
19 270611 図書館の魔女 鳥の伝言 ( つてこと )
20 270611 神様が降りてくる
21 270625 小説創業社長死す
22 270625 小さな幸せ 46 こ
23 270625 死んでたまるか
24 270625 指の骨
次ページに繰り越しました

著者名
清水義範
工藤美代子
酒井順子
加藤 廣
赤瀬川原平
西村賢太
山本兼一
桂 望実
高橋義夫
林 真理子
道尾秀介
門井慶喜
著者名
足立 陽
桐野夏生
磯崎憲一郎
佐藤賢一
堀川アサコ
小池真理子
高田大介
白川 道
高杉 良
よしもとばなな
伊藤 潤
高橋弘希

分類
文学 文学 歴史 文学 文学 文学 文学 文学 文学 文学 文学 文学 分類
文学 文学 文学 文学 文学 文学 文学 文学 文学 文学 文学 文学 -

図書通帳の最終ページに、 任意で下記Ａ～Ｃを印刷する事が出来ます。 左は学校の活用例で右は図書館での
活用例になります。 学校では、Ａに先生が個々に入力された生徒へのコメントを印刷し、ＢとＣに最大１０のジャン
ル ( 分類 ) に対する読書目標 ( 先生が個々に入力 ) と実績 ( 自動集計 ) と達成率を印刷します。 図書館ではＡに
は全利用者向けの標準コメントを印刷し、ＢとＣに最大１０ジャンルの自動集計した読書実績の印刷をします。

■ 学校での使用例

■ 図書館での使用例

■ あなたの 分類例 年間読書目標と実績 ■

■■■ あなたの ジャンル別読書実績 ■■■

秋山良子さんの年間読書目標は 120 冊です。 （月間 10 冊）
技術、 芸術の本は良く読まれていますが、 歴史、 文学の本も！バラ
ンス感覚を持ってがんばって読んでください。 目標達成に向けて頑
張りましょう！下記⑧分類には、 0. 芸術 1. 彫刻 2. 絵画 3. 版画 4. 写真
5. 工芸 6. 音楽 7. 演劇 8. スポーツ 9. 娯楽 の小ジャンルがあります。
--------------------------------- --------------------------------【 分 類 】 目標 実績 （達成）
【 分 類 】 目標 実績 （達成）
--------------------------------- --------------------------------総記
22 冊 26 冊 (118%)
技術
22 冊 40 冊 (182%)
哲学
22 冊 18 冊 ( 82%)
産業
40 冊 36 冊 ( 90%)
歴史
40 冊 32 冊 ( 80%) 芸術
20 冊 28 冊 ( 140%)
社会科学 40 冊 36 冊 ( 90%)
言語
22 冊 26 冊 ( 118%)
自然科学 25 冊 24 冊 ( 96%) 文学
31 冊 24 冊 ( 77%)

あなたの図書館でのジャンル別貸出状況は以下の通りです。
なるべくすべてのジャンルを均一的に読書するように心がけてください。

■ 貴殿の 分類例 読書傾向について ■

■ 貴殿の 分類例 読書傾向について ■

凡例
文学
言語
芸術
産業
技術
自然科学
社会科学
歴史
哲学
総記

目標冊数

実績冊数

凡例

16

24

32

図書名

著者名
清水義範
工藤美代子
酒井順子
加藤 廣
赤瀬川原平
西村賢太
山本兼一
桂 望実
高橋義夫
林 真理子
道尾秀介
門井慶喜

貸出日
図書名
13 270514 島と人類
14 270514 奴隷小説
15 270528 電車道
16 270528 ラ ・ ミッション 軍事顧問ブリュネ
17 270528 大奥の座敷童子
18 270611 千日のマリア
19 270611 図書館の魔女 鳥の伝言 ( つてこと )
20 270611 神様が降りてくる
21 270625 小説創業社長死す
22 270625 小さな幸せ 46 こ
23 270625 死んでたまるか
24 270625 指の骨

著者名
ﾍﾟｰｼﾞ 分類
足立 陽
178 文学 桐野夏生
155 文学 磯崎憲一郎
248 文学 佐藤賢一
438 文学 堀川アサコ
239 文学 小池真理子
268 文学 高田大介
352 文学 白川 道
472 文学 高杉 良
242 文学 よしもとばなな 285 文学 伊藤 潤
390 文学 高橋弘希
122 文学 -
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頁計＞

ﾍﾟｰｼﾞ 分類
237
336
238
332
192
173
515
252
261
336
383
459

7,103

文学 文学 歴史 文学 文学 文学 文学 文学 文学 文学 文学 文学 -

哲学
歴史

芸術

社会科学

40

1 270402 蒙朧戦記
2 270402 恋づくし 宇野千代伝
3 270402 裏が、 幸せ。
4 270416 利休の闇
5 270416 妄想科学小説
6 270416 無銭横町
7 270430 夢をまことに
8 270430 僕とおじさんの朝ごはん
9 270430 保春院義姫 伊達政宗の母
10 270430 STORY OF UJI 小説源氏物語
11 270430 透明カメレオン
12 270514 東京帝大叡古教授

実績冊数
総記

言語

産業
8

パターン②にページ数が追加されます。ページ毎
にページ数小計を、最終ページに通帳１冊の総ペ
ージ数を印刷できます。
貸出日

○○○図書館 館長 坂本 金八
--------------------------------- --------------------------------【 分 類 】
実績
【 分 類 】
実績
--------------------------------- --------------------------------技術
36 冊
総記
28 冊
産業
40 冊
哲学
20 冊
芸術
32 冊
歴史
38 冊
言語
28 冊
社会科学
38 冊
文学
30 冊
自然科学
26 冊

文学

0

標準で用意されている読書履歴記帳パターンと、各記帳項目毎の最大文字数です。

技術

※１ 頁毎、最終頁にページ数合計の印刷が可能です。
※２ 頁毎、最終頁に正価合計の印刷が可能です。
※３ 空白を空けることなく分類の替わりに評価判定マークを印刷する事を可能としました

自然科学

パターン②に返却予定日が追加されます。
貸出レシートの変りに通帳を利用できます。
貸出日

図書名

１履歴２行で、すべての情報を印刷します。

著者名

返却日 分類

1 270402 蒙朧戦記
2 270402 恋づくし 宇野千代伝
3 270402 裏が、 幸せ。
4 270416 利休の闇
5 270416 妄想科学小説
6 270416 無銭横町
7 270430 夢をまことに
8 270430 僕とおじさんの朝ごはん
9 270430 保春院義姫 伊達政宗の母
10 270430 STORY OF UJI 小説源氏物語
11 270430 透明カメレオン
12 270514 東京帝大叡古教授

清水義範
工藤美代子
酒井順子
加藤 廣
赤瀬川原平
西村賢太
山本兼一
桂 望実
高橋義夫
林 真理子
道尾秀介
門井慶喜

270416 文学 270416 文学 270416 歴史 270430 文学 270430 文学 270430 文学 270514 文学 270514 文学 270514 文学 270514 文学 270514 文学 280528 文学 -

1 270402 蒙朧戦記
2
【著者】 清水義範
3 270402 恋づくし 宇野千代伝
4
【著者】 工藤美代子
5 270402 裏が、 幸せ。
6
【著者】 酒井順子
7 270416 利休の闇
8
【著者】 加藤 廣
9 270416 妄想科学小説
10
【著者】 赤瀬川原平
11 270416 無銭横町
12
【著者】 西村賢太

貸出日
図書名
13 270514 島と人類
14 270514 奴隷小説
15 270528 電車道
16 270528 ラ ・ ミッション 軍事顧問ブリュネ
17 270528 大奥の座敷童子
18 270611 千日のマリア
19 270611 図書館の魔女 鳥の伝言 ( つてこと )
20 270611 神様が降りてくる
21 270625 小説創業社長死す
22 270625 小さな幸せ 46 こ
23 270625 死んでたまるか
24 270625 指の骨

著者名
足立 陽
桐野夏生
磯崎憲一郎
佐藤賢一
堀川アサコ
小池真理子
高田大介
白川 道
高杉 良
よしもとばなな
伊藤 潤
高橋弘希

返却日 分類
270528 文学 270528 文学 270611 文学 270611 文学 270611 文学 270625 文学 270625 文学 270625 文学 270709 文学 270709 文学 270709 文学 270709 文学 -

貸出日
図書名
13 270430 夢をまことに
14
【著者】 山本兼一
15 270430 僕とおじさんの朝ごはん
16
【著者】 桂 望実
17 270430 保春院義姫 伊達政宗の母
18
【著者】 高橋義夫
19 270430 STORY OF UJI 小説源氏物語
【著者】 林 真理子
20
21 270430 透明カメレオン
【著者】 道尾秀介
22
23 270515 東京帝大叡古教授
【著者】 門井慶喜
24
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貸出日

図書名

次ページに繰り越しました

返却日 分類
【ページ / 正価】
【ページ / 正価】
【ページ / 正価】
【ページ / 正価】
【ページ / 正価】
【ページ / 正価】
著者名
【ページ / 正価】
【ページ / 正価】
【ページ / 正価】
【ページ / 正価】
【ページ / 正価】
【ページ / 正価】

270416
237
270415
336
270416
238
270430
332
270430
192
270430
173

文学 \1,600
文学 \1,700
歴史 \1,500
文学 \1,500
文学 \1,600
文学 \1,300

返却日 分類
270514 文学 515 \2,200
270514 文学 252 \1,600
270514 文学 261 \1,900
270514 文学 336 \1,700
270514 文学 383 \1,700
270528 文学 459 \1,600

パターン②の文字の印刷サイズが全体的に大きく
印刷されます。
貸出日

図書名

著者名

分類
文学 文学 歴史 文学 文学 文学 文学 文学 文学 文学 文学 文学 -

1 270402 蒙朧戦記
2 270402 恋づくし 宇野千代伝
3 270402 裏が、 幸せ。
4 270416 利休の闇
5 270416 妄想科学小説
6 270416 無銭横町
7 270430 夢をまことに
8 270430 僕とおじさんの朝ごはん
9 270430 保春院義姫 伊達政宗の母
10 270430 STORY OF UJI 小説源氏物語
11 270430 透明カメレオン
12 270514 東京帝大叡古教授

清水義範
工藤美代子
酒井順子
加藤 廣
赤瀬川原平
西村賢太
山本兼一
桂 望実
高橋義夫
林 真理子
道尾秀介
門井慶喜

貸出日
図書名
13 270514 島と人類
14 270514 奴隷小説
15 270528 電車道
16 270528 ラ ・ ミッション 軍事顧問ブリュネ
17 270528 大奥の座敷童子
18 270611 千日のマリア
19 270611 図書館の魔女 鳥の伝言
( つてこと )
電車道
20 270611 神様が降りてくる
21 270625 小説創業社長死す
22 270625 小さな幸せ 46 こ
パターン②イメージ
23 270625 死んでたまるか
24 270625 指の骨

著者名
分類
足立 陽
文学 桐野夏生 文学 磯崎憲一郎 文学 佐藤賢一 文学 堀川アサコ 文学 小池真理子 文学 高田大介 文学 白川 道
文学 高杉 良
文学 よしもとばなな
文学 パターン⑧イメージ
文学 伊藤
潤
高橋弘希 文学 -

次ページに繰り越しました

電車道

いづれのパターンも履歴印刷後にｎ行の空欄を空け
る事ができます。空欄を空けた場合に限りマークの
印刷を可能とし、利用者が評価を記入できます。

