図書館報
N u m b e r

中央図書館のレファレンス室には
事典や辞書のほかにも様々な資料をご用意しています

東日本大震災関連の
新聞記事や書籍を収集しています
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レファレンス室を
使い切る！

祝

中央図書館
開館30周年

平成25年3月、おかげさまで浦安市
立中央図書館は、開館して満30年を
迎えることができました。
平成25年度は、開館30周年記念の
年として、様々な企画・行事を予定し
ています。どうぞ、ご期待ください。

レファレンスカウンターで
お気軽にご相談ください

調べ物に役立つ
パスファインダを配布しています

★東日本大震災関連資料★

★マイクロフィルム★ 毎日新聞 （明治５年～）、 読
売新聞 （明治７年～）、 千葉

東日本大震災における浦安関連資料を収集して

日報 （昭和 32 年～） などを

います。液状化の被害と対策に関する新聞記事 ・

所蔵しています。 プリントア

書籍はこちらでご覧になれます。

ウト （1 枚 30 円） も可能です。
中央図書館のレファレンス室には、 事典 ・ 辞書 ・

縮刷版を所蔵していない昭和

統計書といった 「レファレンス資料」 のほかにも、

30 ～ 40 年以前の新聞記事

調査に役立つ資料がたくさんあります。

を調べるにはマイクロフィル

今回はその一部をご紹介します。

ムが利用できます。

★データベース★
日経の新聞や企業情報を検索できる 「日
経テレコン」 と朝日新聞や週刊朝日の記
事検索ができる 「聞蔵Ⅱテキスト」 が無
料で使えます。

★地形図★
統計

法令集

50,000 分の 1 （全国）
ビジネス情報
コーナー

25,000 分の 1 （関東） など

コピー機

レファレンスカウンター

各分野の事典・辞書

浦安市や千葉県に関する資
料を収集しています。
東 京 デ ィ ズ ニ ー リ ゾ ー ト、

新聞原紙

地域資料コーナー

★地域資料★

各分野の事典・辞書

浦 安 市 民 に よ る 著 作、 姉

★レファレンスカウンター★
日常の疑問から調査研究
まで、 図書館司書が調べ物
のお手伝いをいたします。
お気軽に声をかけてください。

妹都市オーランド、 江戸川
★学校案内★

や三番瀬に関する資料もこ
ちらに並んでいます。

★日本全国の電話帳★

←書庫棟

中央カウンター→

幼稚園、 小学校から、 大学院、
専門学校まで各種取り揃えてい
ます。 学校選びの参考にどうぞ！

★新聞縮刷版★
過去の新聞記事をご覧になりたい
なら、 新聞の縮刷版が手軽でお勧
めです。 朝日新聞（明治 21 年～）、
読売新聞 （昭和 52 年～）、 毎日
★拡大読書器★

新聞 （昭和 52 年～）、 日本経済
新聞 （昭和 56 年～）、 千葉日報 （昭和 52 年～） などをご
用意しています。

★イベント情報★
浦安市内および千葉県内で
開催される講座 ・ 講演会の
チラシを配布しています。
★パスファインダ （調べ方の案内）★
※詳しくは次ページへ

新聞の保存期間一覧

パスファインダを活用しよう

●新聞縮刷版

パスファインダとは、ひとつのテーマについての調べ方を

朝日新聞：明治21年7月～昭和30年12月、昭和47年3月

まとめたものです。浦安市立図書館では、「うらやす市民

～ （一部欠号あり）

大学」や「創業支援セミナー」の開講・開催に合わせ、各

毎日新聞：昭和52年4月～

科目に関するパスファインダを作成・配布しています。

読売新聞：昭和20年、昭和52年4月～
日本経済新聞：昭和56年1月～
千葉日報：昭和52年4月～ （平成16年4月から平成23年
6月までＣＤ－ＲＯＭ、平成23年7月からＤＶＤ－ＲＯＭ）
The Japan Times：平成2年3月～平成23年2月
日経産業新聞：平成2年3月～平成23年2月
日刊工業新聞：平成2年4月～平成23年3月 （平成15年4
月からＣＤ－ＲＯＭ）
●マイクロフィルム
毎日新聞（東京日日新聞）：明治5年2月～
読売新聞：明治7年1月～
千葉日報：昭和32年1月～

これまでに作成したテーマは「うらやすの歴史未来学」

朝日新聞（千葉版）：昭和58年1月～

「街の園芸実践」「うらやすの防災」「青べか物語」「事業

毎日新聞（千葉版）：昭和2年1月～

計画の立案」「融資の受け方」などさまざま。大学やセミ

読売新聞（千葉版）：昭和58年1月～
産経新聞（千葉版）：昭和58年1月～平成13年12月
東京新聞（千葉版）：昭和58年1月～平成13年12月

ナー受講の参考にご活用ください。また、これらのパス
ファインダは図書館のホームページでもPDFファイルでご
覧になれます。トップページの「調べ方の案内」からどう
ぞ。

●新聞原紙
縮刷版発行まで

Ｅ－レファレンスもどうぞ

朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、日本経済新聞
１年

忙しくて図書館に来館することが難しいという方は、Ｗｅｂ

千葉日報、東京新聞、日刊工業新聞、日経産業新聞、

－ＯＰＡＣから調査を申し込むことができます。利用券の

日経MJ、日経ヴェリタス、Fuji Sankei Business i、ス

番号とパスワード（事前に図書館での発行が必要）で「利

ポーツ報知、スポーツニッポン、日刊スポーツ、Asahi

用状況確認」メニューにログインし、「レファレンス受付

Weekly、 Frankfurter Allgemeine Zeitung、 International
Herald Tribune、 The Japan Times、 Le Monde、 New
York Times、 Nikkei Weekｌy、 The Daily Yomiuri、 The
Times、 The Wall Street Journal、 人民日報、東亜日

フォーム」から調べたい事項を入力してください。中央図
書館のレファレンス担当が調査結果をメールで回答いた
します。電話でのお問い合わせ※もお受けいたします。
※電話受付時間

10：00～17：00 中央図書館（352-4646）へ

報、公明新聞、社会新報、自由民主、しんぶん赤旗、
Press民主、朝日小学生新聞、朝日中学生ウィーク
リー
２年

編集後記
レファレンス室には、 このほかにも調べ物に役立つ資料

週刊読書人、新文化、図書新聞、環境新聞、日本教育

がたくさんあります。 日常の疑問から調査研究まで、 レ

新聞、高校生新聞、都政新報、Fonte、政府刊行物新

ファレンス担当者がご相談に応じます。 お気軽にお越し

聞

ください。

３年
産経新聞
●ミニコミ
浦安新聞：昭和56年～
市川よみうり：昭和57年～
うらやすニュース：昭和54年～平成20年
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