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町田市立図書館電子書籍サービス利用方法

【電子書籍サービスキャラクター ブックロー】



【利用概要】

貸 出 点 数：３点以内
貸 出 期 間：１４日以内（貸出手続きから３３６時間以内）
予 約 点 数：３点、取置期間は貸出可能になった時間から３日間（７２時間）
貸出期間延長：１回（予約がない場合）、１４日以内（延長手続きから３３６時間以内）

利用券をお持ちの市内在住・在勤・在学の方。
また、利用券の更新が済んでいる方（3年ごとに更新が必要）。

町田市立図書館 電子書籍サービスWEBサイト
https://machida-library.overdrive.com



①電子書籍サービストップページで「本棚マーク」又は「サインイン」のアイコンをクリックします。

【電子書籍サービスサイトにサインインする】

①

②IDとパスワードを入力し、サインイン
をクリックします。

ID：図書館の利用券番号８桁
パスワード：生年月日８桁



電子書籍サービストップページの「マイアカウント」をクリックし、「サインアウト」をクリックします。

【電子書籍サービスサイトにサインアウトする】

①

②



【パスワードを変更する】
①電子書籍サービスサイトトップページ右上の「サインイン」
をクリックします。
②「パスワードヘルプ」をクリックします。
③ユーザIDとパスワードを入力して「ログイン」をクリックします。

パスワードを変更してから使ってね

①

②

③



【パスワードを変更する】
④現在使用中のパスワードと新しいパスワードを２か所に入力し、「パスワードの変更」をクリックします。

パスワードは必ずおぼえておいてね。忘れると申請が必要になるよ。

④



【資料を検索する】
詳細検索（※簡易検索はすべての項目から検索をかけるため、結果が多数表示されます。詳細検索を推奨します。）

【検索項目】
・作者
・テーマ
・言語・・・など

※サイト上に公開されている作品
のみ検索できます。

①

②



【資料を借りる】

①

②

①借りたい資料の下にある「借りる」をクリックします。

②出てきた画面で「借りる」をクリックすると貸出できます。



【資料を読む】
①サインインしている状態で本棚アイコンをクリックと、自分が借りている資料を確認できます。
②読みたい資料の右側の「ブラウザで今すぐ読む」をクリックすると閲覧できます。

①

②



【資料を読む（和書）】

※右綴じの場合。（左綴じの場合は、画面右をクリックして進みます。）

画面右をクリックで戻る※画面左をクリックで進む※

①基本の操作



【資料を読む（和書）】

先にページがない場合、
カーソルが変わります



【資料を読む（和書）】
②メニューの表示方法

画面中央をクリック



【資料を読む（和書）】

メニューが表示されます

※旅行ガイドやレシピ本・絵本といった画像が多い資料は表示されるメニューが異なります。



【資料を読む（和書）】

本を閉じる

フルスクリーン 移動スライダー

もくじ マーカー しおり 設定

移動前に戻る

③メニューの各ボタン紹介



【資料を読む（和書）】
④各ボタン詳細

[設定]

[設定]ウィンドウを表示します。

[文字サイズ]、[行間]、[余白]、[書体]
を変更できます。

変更した設定は[初期設定に戻す]をク
リックして、最初の状態に戻すことがで
きます。



【資料を読む（和書）】
【文字サイズ】を変更する

１．作品を閲覧中、メニューを表示させ、
をクリックします。

２．[文字サイズ]のスライダーを操作し、
[確定]ボタンをクリックします。



【資料を読む（和書）】
【行間】を変更する

１．作品を閲覧中、メニューを表示させ、
をクリックします。

２．[行間]を[標準]、[広い]から選択し、
[確定]ボタンをクリックします。



【資料を読む（和書）】
【余白】を変更する

１．作品を閲覧中、メニューを表示させ、
をクリックします。

２．[余白]を[小]、[中]、[大]から選択し、
[確定]ボタンをクリックします。



【資料を読む（和書）】
【書体】を変更する

１．作品を閲覧中、メニューを表示させ、
をクリックします。

２．[書体]を[既定]、[ゴシック体]、[明朝体]    
から選択し、[確定]ボタンをクリックしま
す。



【資料を読む（和書）】
④各ボタン詳細

[しおり]ウィンドウを表示します。
[しおり]を保存した箇所から読むことが
できます。

[しおり]

【しおり】を設定する

１．[しおり]を設定したいページでメニューを
表示させ、 をクリックします。

２．[しおり]ウィンドウが表示されたら、
[しおりをはさむ]をクリックします。

３．[しおり]が保存されます。



【資料を読む（和書）】
保存した【しおり】から読む

１．[しおり]を保存した作品を読んでいる
途中でメニューを表示させ、 を
クリックします。

２．[しおり]ウィンドウが表示されたら、
[○％]をクリックすることで、保存し
た箇所から作品を読み進めることがで
きます。



【資料を読む（和書）】
④各ボタン詳細

[マーカー]

[マーカー]ウィンドウを表示します。
マーカーを設定した箇所へジャンプができます。

【マーカー】を設定する

１．作品を閲覧中、任意の文字上で、
⾧押しします。



【資料を読む（和書）】
２．文字の背景が青色に表示されたら、任意の箇所までドラッグします。

ドラッグを解除するとポップアップメニューが表示されます。



【資料を読む（和書）】
３．ポップアップメニューの[マーク]をクリックすると選択文字の背景が黄色に

表示され、[マーカー]が設定されます。



【資料を読む（和書）】
設定した【マーカー】へジャンプする

１．メニューを表示させ、 をクリックします。

２．[マーカー]ウィンドウが表示されたら、マーカーとして設定した文字部分を
クリックすることで、マークした箇所にジャンプすることができます。



【資料を読む（和書）】
本文をGoogleで検索する

１．作品を閲覧中、任意の文字上で、⾧押しします。

２．文字の背景が青色に表示されたら、任意の箇所までドラッグします。
ドラッグを解除するとポップアップメニューが表示されます。

３．ポップアップメニューの[Google検索]をクリックすると新しいタブが開き、
選択した文字を検索します。。



【資料を読む（和書）】
④各ボタン詳細

[フルスクリーン]

クリックすると全画面（フルスクリーン）表示になります。
[ESC]キーを押すと、元の表示に戻ります。

[もくじ]

[もくじ]ウィンドウを表示します。
もくじに設定されているページへジャンプができます。

[移動前に戻る]

[移動スライダー]での移動前のページ、[しおり]での移動前のページ、
[目次]での移動前のページ、作品内のリンクでの移動前のページ、[マー
カー]での移動前のページなどに戻ります。

[本を閉じる]

クリックすると本を閉じます。



【資料を読む（洋書）】



【資料を読む（洋書）】



【資料を読む（洋書）】



【資料を読む（洋書）】



【資料を読む（洋書）】



【資料を読む（洋書）】



【資料を読む（洋書）】



【資料を読む（ナレーション付電子書籍）】



【資料を読む（ナレーション付電子書籍）】



【資料を返す】
期限になると自動的に返却されます。
貸出期限前に、本棚で「返却」をクリックすると資料を返却することができます。

※貸出日数の計算は時間単位（３３６時間）になります。
例えば、正午に借りた資料は、２週間後の正午まで借りていることができます。



【資料を予約する】
資料が既に貸出されているときは、予約をすることができます。
①予約したい資料を選び「予約する」をクリックします。

②Eメールアドレスを入力後「予約する」をクリックします。

予約資料が確保できましたら、donotreply@overdrive.comからメールが届きます。迷惑メールの設定をされ
ている方は、受信できるよう設定をお願いします。
※メールアドレス登録なしで利用されたい方は、電子図書館アプリ「Libby」をご利用ください。

①

②



【貸出期間を延長する】
貸出期間が切れる３日前から、延長または再予約することができます。



【マイアカウントについて】
サインインしている状態でトップページの「本棚」ボタンまたは「マイアカウント」をクリックします。
「すべてのアカウント限度を表示」をクリックすると、利用状況が確認できます。



【マイアカウントについて（貸出中の作品）】

貸出中の資料を確認できます。



【マイアカウントについて（予約）】

左側の「予約」をクリックすると、予約中の資料を確認できます。

※電子書籍は貸出回数に上限があり、上限に達した場合は連絡なく予約取消となることがあります。



【マイアカウントについて（ウィッシュリスト）】

資料の「ウィッシュリストに追加する」をクリックすると、ウィッシュリストに登録できます。
「マイアカウント」の「ウィッシュリスト」から確認できます。

今後読みたい資料を５，０００件まで登録できる機能です。



【マイアカウントについて（評価した作品）】
すべての資料に評価を入れることができます。この情報は町田市立図書館電子書籍サービスサイト
だけでなく、同じサービスを使用しているすべての図書館に反映されます。

「マイアカウント」の「評価した作品」から自分が評価した資料を確認できます。



【マイアカウントについて（履歴）】
借りた資料はすべて自動的に追加されます。
「評価した作品」の追加は「アクション」をクリックし、「評価した作品を追加する」をクリックします。

履歴の削除及び非表示は「設定」から行ってください。



【マイアカウントについて（設定）】

【履歴削除】
・非表示にすると、登録していた履歴をすべて削除します。
・チェックを外すと「履歴を非表示にする」というウィンドウが開
くので、「非表示」をクリックすると「マイアカウント」に「履歴」
が表示されなくなります。
【履歴再設定】
・「履歴」にチェックを入れると、その後の貸出資料を履歴に
保存します。

【コンテンツの表示条件】
・初期設定はすべての資料が表示されるようになっています。
・表示範囲を限定したい場合は、変更してください。

【表示オプション】

・通常の配色では画面が見にくい場合、チェックを入れてくださ
い。



【推奨環境】
使用するにあたっての推奨環境は以下の通りです。

💻 パソコン

Windows8.1以上 ブラウザ Chrome
Fire Fox
Microsoft Edge

Mac ブラウザ Safari

📱 スマートフォン・タブレット

iOS9以上（iPhone，iPad） ブラウザ Safari
Android ブラウザ Chrome

※上記以外の環境では、正常に表示されない場合があります。



【iPhone,iPadの方】

【Android端末の方】

【その他】

１ 専用アプリ「Libby」

【URL】
https://apps.apple.com/jp/app/libby-by-overdrive/id1076402606

【URL】
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overdrive.mob
ile.android.libby&hl=ja&gl=JP


