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図書館報

5月・8月・1月・2月、図書館クラブ

7月、科学で遊ぼう 「みえぬものでもあるんだよ」

8月、子どもの本の講座
「万国旗？をつくろう！」

数字で見る１年
（平成24年度）
2012.4～2013.3

5月、絵本の読み聞かせ講座



総貸出冊数2,183,760冊
延べ710,917人の方へ貸出しました。

◆貸出 今年も
200万冊
  突破！

◆リクエスト ●所蔵資料で対応できたもの

473,024件

●新規で購入したもの

1,025件

●浦安以外の図書館から

借り受けたもの
4,252件

478,301件
※読書会援助・ハンディキャップ用資料含まず

◆

●資料案内 お探しの資料を調べます。資料名が分からなくても、
ご希望に添う本を紹介します。 111,290件

●調査回答 事典、辞書、地域資料などの参考資料を駆使して、
調べものや研究、専門的分野のご相談に応じます。 1,968件

●利用案内 資料検索機の使い方や図書館を利用する際の疑問など
なんでもお答えします。 9,509件

本の案内
レファレンス

ＮＥＷＳ!
　平成25年3月27日（水）より、中央図書館内の一般開架室及び書庫1、2階エリア付
近にて無線LANアクセスポイントによるフリースポットサービスを開始しました。
　接続方法に関してのマニュアルやサービスの利用規約は中央図書館各カウンターで
配布しています。
※無線LANアクセスポイントの電波の到達範囲をフリースポットのサービスエリアと  
　させていただきます。館内全ての場所においてサービスはご利用いただけませんの
　であらかじめご了承ください。
 （レファレンス室・学習室・ラウンジ等ではご利用いただけません。）

　　



子どもと親への
サービス

図書館内で

幼稚園・保育園・学校で

●えほんのじかん
　　子どもたちに

　　年齢に合った絵本を読みます。

   　652回　6,149人
　

●おはなし会（ストーリーテリング）※
　　昔話や創作のお話を
　　子どもたちの前で語ります。

   　43回　404人
　

●赤ちゃんと楽しむ
　 わらべうたの会
　　わらべうた遊びや絵本のよみきかせをします。

 　　23回　432人

●ブックスタート絵本講座
　　子どもたちにとっての絵本の大切さや

　　読書の大切さを知ってもらう

　　きっかけとなることを目的に、

　　浦安市ブックスタート事業の一環として

　　開催しています。

　　生後４か月の赤ちゃんと親が対象です。

   　48回　659人

司書が出向いて
子どもたちへ
本との出会いの楽しさを
届けています。

絵本のよみきかせ

ストーリーテリング

ブックトーク（本の紹介）

講師派遣

利用案内 

その他 ※

計　          　　　　　　　 975回　　 　24,425人
                                       　　　　　　 　※その他は公民館サークルよみきかせ、閲覧利用等

●団体貸出
　　子どもたちがいつでも身近に本と親しむことが
　　できるように、図書館の本を保育園や幼稚園、
　　学校の図書室などへまとめて貸出しています。

    　延貸出利用団体数　138団体
     年度貸出冊数　　　  12,450冊

◆

421回

350回

65回

30回

12回

97回

8,801人

10,554人

2,047人

367人

358人

2,298人

※夏休みおはなし会・　冬のおはなし会・
　　としょかんのちいさなおはなし会含む



◆ ハンディキャップ
サービス

　●病院サービス利用状況

　　

●図書館を利用することが困難な方に、本やテープをお届けします。
　宅配の回数　413回　　貸出点数　2,412点

●目の不自由な方に、司書が本やカタログなど希望の資料をお読みします。
　対面朗読の回数　61回　　読んだ資料の数　126タイトル

●活字の資料をそのままでは、利用できない方のために
　点字図書館などから、点訳資料や音訳資料をとりよせて提供します。

点訳資料
音訳資料（カセットテープ）
音訳資料（デイジー*）

16タイトル
158タイトル
606タイトル

67点
1,197点

606点

＊デイジー（DAISY）：Digital Accessible Information SYstemの略。
　 視覚障害者のための、カセットに代わる国際標準規格のデジタル録音図書。

24年度他館資料借受点数

●順天堂大学医学部附属
　　　　　　浦安病院でのサービス

●東京ベイ・浦安市川医療センター
　　　　　　　　　　　　　　でのサービス

病院内小児科プレイルーム、

１階会計課前の図書コーナーに

団体貸出をしています。

病院内１階、売店横の図書コーナーに

団体貸出をしています。

職員が週１回出向き、本の相談や

リクエスト受付、書架の整理などを

行なっています。

順天堂大学医学部附属浦安病院

　　巡回回数　　　　　　 49回

　　24年度貸出冊数　  58冊

　　団体貸出総数    1,737冊

　　リクエスト　            97件

東京ベイ・浦安市川医療センター

    24年度貸出冊数　  226冊

    団体貸出総数        386冊



図書館講演会[2012/8/5]

「震災後の今、考えなければならないこと」

講師：池澤夏樹氏(103名)

図書館利用講座「図書館の蔵書検索」

[2012/7/6、8/3、9/7、10/5、11/2、12/7、

2013/2/1、3/1]（26名）

創業支援セミナー[2012/9/1・8・22・29、

2013/1/19・26、2/2・9]

「経営の基礎」「事業計画立案の基礎」「会

社設立の概要」ほか(157名)

※商工観光課、浦安商工会議所との共催

図書館クラブ

[2012/5/16、8/23・24、2013/1/16、2/6]

あなたも図書館員(11名)

中学生版(10名）

検索の達人になろう（5名）

科学で遊ぼう［2012/7/24］

「みえぬものでもあるんだよ　動きまわる粒」

講師：塩野廣次氏（52名）

夏休みおはなし会

［2012/7/25、8/1・8・15・22・29］（85名）

親子で楽しむ絵本講座

［2012/11/7・8・14・15・21・22］

講師：図書館職員（司書）

2・3歳コース全3回（89名）

3・4歳コース全3回（80名）

絵本のよみきかせ講座[2012/5/23・25]

講師：図書館職員（司書）（54名）

県民の日　えほんのじかんスペシャル

[2012/6/15]（150名）

子どもの本の講座［2012/8/12］

「スズキコージのワークショップ　万国旗？

をつくろう！」

講師：スズキコージ氏（73名）

冬のおはなし会［2012/2/6・16］（26名）

図書館のおたのしみ会

［2012/12/26］（158名）

赤ちゃんと楽しむわらべうたの会

[毎月第２金曜日]

講師：図書館職員（司書）（432名）

ブックスタート絵本講座

［毎月第２金曜日］

講師：図書館職員（司書）（659名）

えほんのじかん

[中央館：火～金曜日、毎月第１・２・５

土曜日、分館：毎週木曜日]

（延開催回数652回、延参加者数6,149人）

おはなし会[毎月第３・４土曜日]

（延開催回数22回、延参加者数123人）

としょかんのちいさなおはなし会

[2012/2/7・14]（170人）

分館えほんのじかんスペシャル

（公民館文化祭）

当代島分館[2012/5/20](5名)

美浜分館[2012/9/29](21名)

猫実分館[2012/10/7](22名)

高洲分館[2012/10/13](24名)

富岡分館[2012/10/28](29名)

堀江分館[2012/10/28](30名)

録音図書製作協力者養成講習会

［2012/6/5、19］

講師：齋藤禮子氏（30名）

非核平和都市宣言記念事業[8月]

映画「HIBAKUSHA」　

展示「核のない世界をめざして－子どもたち

に平和な未来を」

名作映画鑑賞会[毎月第２土・日曜日]

特集/王と王女
    2012/4/14「王は踊る」
         4/15「王女メディア」

特集/いのちの輝き
         5/12「ポネット」
         5/13「阿弥陀堂だより」

特集/追悼・アンゲロプロス特集
 6/9「旅芸人の記録」
 6/10「霧の中の風景」

特集/未来を創る子供たちへ
 7/10「ナージャの村」
 7/11「それでも生きる子供たちへ」

特集/戦争は何を残したか
 8/11「HIBAKUSYA」
 
特集/チャップリン～映画にかけた人生～
 9/8「街の灯」
 9/9「チャーリー」

特集/映画の中のおいしいレシピ
 10/13「バベットの晩餐会」
 10/14「青いパパイヤの香り」

特集/ミュージカル特集
 11/10「ウエスト・サイド物語」
　　　　　 11/11「オズの魔法使」

特集/北欧の子どもたち
             ～ラッセ・ハルストレム監督～
 12/8「やかまし村の子どもたち」
 12/9「マイライフ・アズ・ア・ドッグ」

特集/名作を映画で見る　日本篇
    2013/1/12「氷点」
 1/13「破戒」

特集/名作を映画で見る　海外篇
 2/9「嵐が丘」
 2/10「アルジャ―ノンに花束を」

特集/音楽のちから
 3/9「サウンド・オブ・ミュージック」
 3/10「リトル・ヴォイス」

（延開催回数23回／延参加者数778人）

◆集会行事

図書館の福袋

としょかんのちいさな
おはなし会

子どもの本の講座

科学で遊ぼう



アジア経済研究所図書館
との連携事業

　中央図書館では、6月に日本貿易振興機構（ジェ

トロ）アジア経済研究所図書館と連携し、資料展と

講演会を行い、多くの方にご参加いただきました。

　アジア経済研究所では、アジアだけでなく、アフリ

カ、中南米などの開発途上国について、多くの研究

者が調査研究を行っており、図書館には日本語、

欧米諸語、中国語他、様々な言語で書かれた資料

約60万冊を所蔵しています。

　その図書館から資料をお借りして展示を行った

り、研究所の専門研究者に講演をお願いしたもの

です。

　

浦安市立図書館で
アジア経済研究所図書館の
資料をご利用いただけます

　アジ研図書館の資料は、浦安市立中央図書館で

閲覧できます。

　資料の閲覧を希望される方は、浦安市立中央図

書館（047-352-4646）のレファレンス室にご相談く

ださい。

*利用可能期間は14日間（統計図書のみ10日間）　

　です。延長の場合最大28日間（一般図書に限り、

　浦安市立中央図書館で閲覧可能となった日から

　起算した日数となります。） 

＊ご閲覧は浦安市立中央図書館のレファレンス室

　でお願いいたします

＊お取り寄せ対象外資料

　　参考図書　年刊　雑誌、劣化資料、マイクロ資　

　　料、地図、CD-ROM等

　　上記については直接アジ研図書館に来館し、

　ご利用ください。

WEBサイト http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/

蔵書検索OPAC

　             http://webopac.ide.go.jp/webopac/

◎講演会「なぜアフリカで紛争が起こるのか」

　開催日時

　　　　平成25年6月16日（日）14：00～15：30

　開催場所　　

　　　　中央図書館　視聴覚室

　講　師

　　　　武内進一氏（アジア経済研究所地域研究

　　　　センター アフリカ研究グループ長）

　参加者　　　67名

参加された方からは、アフリカについて「より理解

が進んだ」「興味を持てるようになった」「視野が

広がった」などの声をいただきました。

中央図書館では、こうした他機関との連携事業を

今後も継続して実施していく予定です。随時広報

やホームページでお知らせしますので、奮ってご

参加ください。

　アジア経済研究所図書室とは？

 日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所図

書館（通称：アジ研図書館）は、開発途上国・地域

の経済、政治、社会を中心とする諸分野の学術的

文献、統計資料、新聞・雑誌などを所蔵する専門図

書館です。

◎資料展「アフリカを知る」

　開催日時　　

        平成25年6月8日（土）～　30日（日）

　開催場所

      中央図書館　書庫棟展示ケース

　内容　

 　　「国」の成り立ち」「資源大国アフリカ」など、

　6テーマについてのパネルを作成し、アジア

　経済研究所図書館と浦安市立図書館の所蔵

　する、アフリカ関連資料を展示しました。

 アジ研図書館の資料は、浦安市立中央図書館で閲覧で

きます。

　資料の閲覧を希望される方は、浦安市立中央図書館

（047-352-4646）のレファレンス室にご相談ください。

＊利用可能期間は14日間（統計図書のみ10日間）です。

　 延長の場合最大28日間（一般図書に限り、　浦安市立

　 中央図書館で閲覧可能となった日から　起算した日数と

   なります。） 

＊ご閲覧は浦安市立中央図書館のレファレンス室でお願                

   いいたします。

＊お取り寄せ対象外資料

   参考図書、年鑑、雑誌、劣化資料、マイクロ資料、地図、

   CD-ROM等はお取り寄せ対象外の資料となります。

　 上記については直接アジ研図書館に来館し、ご利用

　 ください。

　

アジア経済研究所図書館ホームページ

　　　　　　http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/

蔵書検索OPAC

　　　　　　http://webopac.ide.go.jp/webopac/

　浦安市立中央図書館では、平成25年6月に日本貿易振

興機構（ジェトロ）アジア経済研究所図書館と連携し、資料

展と講演会を行い、多くの方にご参加いただきました。

　アジア経済研究所では、アジアだけでなく、アフリカ、中

南米などの開発途上国について、多くの研究者が調査研

究を行っており、図書館には日本語、欧米諸語、中国語

他、様々な言語で書かれた資料約60万冊を所蔵していま

す。

　その図書館から資料をお借りして展示を行い、研究所の

専門研究者に講演をお願いしたものです。

　中央図書館では、こうした他機関との連携事業をも継続

して実施していく予定です。随時広報やホームページでお

知らせしますので、奮ってご参加ください。

　

 　 

開催日時

　  平成25年6月8日（土）～　30日（日）

開催場所

    浦安市立中央図書館　書庫棟展示ケース

　「国」の成り立ち」「資源大国アフリカ」など、6テー

マについてのパネルを作成し、アジア経済研究所

図書館と浦安市立図書館が所蔵するアフリカ関連

資料を展示しました。

◎資料展「アフリカを知る」

アジア経済研究所図書館
との連携事業

　

　日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所図書館

（通称：アジ研図書館）は、開発途上国・地域の経済、政

治、社会を中心とする諸分野の学術的文献、統計資料、

新聞・雑誌などを所蔵する専門図書館です。

　

これらの事業は平成25年6月に横浜市で開催された「第5回アフリカ開発会議」に合わせて開催されたものです。

第5回アフリカ開発会議結果概要（外務省ホームページ） http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page2_000016.html
TICADアフリカひろば                                 http://www.ticad.net/africa/

開催日時

    平成25年6月16日（日）14：00～15：30

開催場所

    浦安市立中央図書館　視聴覚室

講師

　　武内進一氏 （アジア経済研究所地域研究

　　センター　アフリカ研究グループ長）

参加者数　67名

　参加された方からは、アフリカについて「より理解

が進んだ」「興味を持てるようになった」「視野が広

がった」などの声をいただきました。

浦安市立図書館で
アジア経済研究所図書館の
資料をご利用いただけます

◎講演会「なぜアフリカで紛争が起こるのか」

アジア経済研究所図書館とは？



明海大学メディアセンター（図書館）の利用資格について
明海大学浦安キャンパスメディアセンター（図書館）の利用資格について、一部変更がありました。

利用資格の区分　 一般市民・浦安市民/満16歳以上で営利を目的としない方

主な変更点　　　　 旧：満20歳以上で営利を目的としない方　→　新：満16歳以上で営利を目的としない方

主な利用範囲      図書・雑誌等の閲覧
　                       個室閲覧室の利用（2時間以内、室内のPCは利用できません）
　                       視聴覚資料の閲覧（2時間以内）

変更日　　　　　　　平成25年8月5日（月）から　

必要書類　　　　 　明海大学浦安キャンパスメディアセンター（図書館）を利用するには、登録手続が必要です。
　　　　　　　　　　　 下記の書類をご持参の上、登録者本人が来館し、手続きをお願いします。
　　                    
                       ① 現住所及び年齢が確認できる書類（原本）　　証明書として受付けているのは以下の書類です
　　　  　                 ＊免許証、保険証、市民証、外国人登録証または在留カード、パスポート（現住所が明記され
                               ているもの）、住民基本台帳カードBタイプ（写真入り）
　　　  　　　　　　　　  ＊高校生は、生徒手帳または高等学校で発行された在学証明書でも可
　　                   ② 証明写真（横2.4cm×縦3.0cm）　＊無帽・無背景で、3ヶ月以内に撮影したもの
　
明海大学ホームページ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 http://www.meikai.ac.jp/
明海大学浦安キャンパス　メディアセンター（図書館）ホームページ　  　http://opac.meikai.ac.jp/opac/index.html

中央図書館が「日本建築家協会25年賞」を受賞しました

 「日本建築家協会25年賞（JIA25年賞）」とは
　25年以上に亘って「長く地域の環境に貢献し、風雪に耐えて美しく維持され、社会に対して建築の意義を語りかけてき

た建築物」を表彰し、あわせて「その建築物を美しく育て上げることに寄与した人々（建築家、施工者、建築主また維持管

理に携わった者）」を顕彰することにより、多様化する価値基準の中で、建築が果たす役割をあらためて確認するとともに

次世代につながる建築物のあり方を提示することを目的とした賞です。（公益社団法人日本建築家協会ホームページ

より)

　浦安市立中央図書館は、平成25年５月に公益社団法人日本建築家協会(JIA)より、25年以上経過した優れた建築物に

与えられる「第12回 日本建築家協会25年賞（JIA25年賞）」を受賞しました。

　受賞にあたっての講評では、「その市民サービスの質の高さ故に全国から注目され訪れる者が絶えない。この輝かしい

存在は、市民の意識の高さを反映した浦安市の堅実な図書館に対する姿勢に起因するのは確かであるが、それだけでな

く長い時間をかけて、市民、行政、図書館関係者、設計者、施工者が有機的に連携しながら探求してきた市民サービスの

ための施設のあり方そのものが誠実であったからに他ならない。」との評価をいただきました。

　　　公益社団法人日本建築家協会 ホームページ        http://www.jia.or.jp/

　　　  ・日本建築家協会25年賞 　　　　　　　　　             http://www.jia.or.jp/member/award/25years

　　　  ・第12回日本建築家協会25年賞 　　　　            　http://www.jia.or.jp/member/award/25years/2012/main.htm



データ（2012.4～2013.3）

年間総貸出冊数

 2,183,760冊

 市民１人あたり13.42冊（全国平均6.29冊）※

蔵書冊数（平成24年度末日現在）

 1,159,634冊（全国平均394,621冊）※

 市民１人あたり7.13冊（全国平均3.17冊）※

本の案内・レファレンス

 資料案内：111,290件
 調査回答：  1,968件
 利用案内：  9,509件
リクエスト：480,306件

 所蔵資料： 473,119件

 新規購入：     1,025件

 相互貸借：     6,162件

 （読書会援助、ハンディキャップを含む）

雑誌

 貸出冊数：　　　　  99,898冊

 所蔵タイトル数：562タイトル

視聴覚資料

 貸出点数：135,894点

 CD： 97,969点

 カセット： 159点

 ビデオ： 1,671点

 ＤＶＤ： 35,999点

 レコード： 96点

子どもへのサービス（館内）

 わらべうたの会： 23回 432人

 おはなし会： 22回 123人

 えほんのじかん（よみきかせ）： 652回 6,149人

子どもへのサービス（類縁機関）

 よみきかせ： 421回 8,801人

 ストーリーテリング： 350回 10,554人

 ブックトーク： 65回 2,047人

 利用案内： 30回 367人

 講師派遣： 12回 358人

 その他： 97回 2,298人

ハンディャップサービス

 宅配：　     413回      2,412点

 対面朗読：　61回 126タイトル

病院サービス（順天堂大学医学部附属浦安病院）

 職員派遣回数：　　　 49回

 貸出総数：　        1,737冊

 リクエスト件数：        97件

病院サービス（東京ベイ・浦安市川医療センター）

 貸出総数：             386冊

団体貸出

 延貸出利用団体数：138団体

　　　　　 貸出冊数：12,450冊、貸出総数：54,315冊

読書会への貸出

 延貸出利用団体数：23団体、貸出冊数135冊

新規利用登録

 5,298人

※　全国値は人口15～20万人の都市を対象（『日本の図書館2012』より）

浦安市人口（H24年度当初）：

　162,679人（男：80,993,人　女：81,686人）、72,196世帯

還元率＝[(総貸出冊数×平均単価※※)－必要経費]÷人口数または世帯数

市民１人あたり 27,201円
１世帯あたり 61,291円　　　※※2,363 円（『出版年鑑2012』より）

職員数： 34名（うち司書有資格者34名）※H24年度当初

浦安市立図書館報　第76号
発行日　平成25年12月10日
編集・発行　浦安市立図書館
〒279-0004
千葉県浦安市猫実1-2-1
TEL　047-352-4646
http://library.city.urayasu.lg.jp/

図書館費（平成24年度当初の予算額による）

 資料費：101,430（千円)

 人件費：320,541（千円）

 諸経費：215,019（千円）

中央図書館

 猫実1-2-1　047(352)4646

 5,296㎡　蔵書数：810.173冊

 利用者数：252,246人 貸出冊数：884,013冊

堀江分館

 富士見2-2-1　047(351)3097

 240㎡　蔵書数：41,417冊

 利用者数：31,262人　貸出冊数：103,283冊

猫実分館

 猫実4-18-1  047(351)2659

 238㎡　蔵書数：50,268冊

 利用者数：40,324人　貸出冊数：116,559冊

富岡分館

 富岡3-1-7  047(352)7180

 226㎡　蔵書数：46,184冊

 利用者数：52,936人　貸出冊数：152,028冊

美浜分館

 美浜5-13-1  047(354)0009

 317㎡　蔵書数：51,844冊

 利用者数：39,791人　貸出冊数：125,308冊

当代島分館

 当代島2-14-1  047(382)1707

 197㎡　蔵書数：36,863冊

 利用者数：32,150人　貸出冊数：96,808冊

日の出分館

 日の出4-1-1  047(390)0606

 230㎡　蔵書数：55,511冊

 利用者数：94,944人　貸出冊数：285,815冊

高洲分館

 高洲5-3-2　047(304)0314

 407㎡　蔵書数：67,374冊

 利用者数：69,361人　貸出冊数：230,535冊
新浦安駅前プラザ・マーレ図書サービスコーナー
 入船1-2-1  047(306)5161
 利用者数：92,295人　貸出冊数：178,128冊
舞浜駅前行政サービスセンター
　　　　利用者数：2,889人　  貸出冊数：5,907冊
浦安駅前行政サービスセンター
　　　　利用者数：2,719人　  
貸出冊数：5,376冊

編集後記
　今号では、平成24年度の図書館利用に関する統計をお届
けします。平成25年３月に昭和58年に開館した中央図書館は
30周年を迎えました。次号では開館30周年の記念特集を予
定しております。
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