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図書館報

11月、親子で楽しむ絵本講座

8月、中央図書館開館30周年記念「図書館まつり」

6月、講演会
「なぜアフリカで紛争が起こるのか」

数字で見る１年
（平成25年度）
2013.4～2014.3

8月、科学で遊ぼう「音のふしぎ」



総貸出冊数2,067,948冊
延べ689,222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

479,020件

●新規で購入したもの

965件

●浦安以外の図書館から

借り受けたもの
4,158件

484,143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。 110,101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。 1,844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。 9,562件

本の案内
レファレンス

 　

ＮＥＷＳ!

　　

　平成26年6月17日（火）より、Web-OPACで翻訳図書が原書名から検索できるよう

になりました。

　例えば『ハリー・ポッターと賢者の石』（J.K.ローリング/作）は、原書名の“Harry  

Potter and the philosopher’s stone”からも検索ができます。

＊なお、古い図書の一部には原書名のデータがないものもありますので、ご了承ください。



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。

   　721回　6,494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。

   　41回　380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。

 　　24回　364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　649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）

利用案内 

講師派遣

その他 ※

計　          　　　　　　　 956回　　 　24,082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  137団体
   年度貸出冊数　　　  14,709冊

◆

413回

347回

63回

44回

11回

78回

8,649人

10,505人

2,059人

434人

252人

2,183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



中央図書館開館30周年記念
図書館まつり
[2013/8/31](1,921名)

中央図書館開館30周年記念講演会
[2013/8/31]
「わたしたちにとって大切なもの」
講師：長田弘氏(100名)

中央図書館開館30周年記念事業
ブックアーツ
[2013/7/20・27]
「世界でただ1冊の本を作ろう」
講師：安里シエラ氏(39名)
安里シエラ氏作品展示
[2013/7/2～2013/7/28]
受講生作品展示
[2013/7/30～2013/9/4]

中央図書館開館30周年記念
図書館カルチャー（基本図書講座）
[2014/1/25、2/22、3/22]
「私の文学論」
講師：川村湊氏（162名）

図書館利用講座「図書館の蔵書検索」
[2013/4/5、6/7、8/2、9/6、10/4、11/1、
12/6、2014/2/7、3/7]
講師：図書館職員（司書）（26名）

創業支援セミナー
[2013/8/24・31、9/7・14]
「経営の基礎」「事業計画立案の基礎」
「会社設立の概要」ほか(118名)
※商工観光課、浦安商工会議所との共催

アジア経済研究所図書館との連携事業
講演会[2013/6/16]
「なぜアフリカで紛争が起こるのか」
講師：武内進一氏（67名）
資料展[2013/6/8～30]
「アフリカを知る」

視覚障がい者向け情報製作協力者養成
講習会
［2013/12/11］
講師：御園正光氏（35名）

えほんのじかん
[中央館：火～金曜日、毎月第2・4・5
土曜日、分館：毎週木曜日]
（延開催回数721回、
延参加者数6,494人）

おはなし会
[毎月第1・3土曜日]
（延開催回数22回、延参加者数137人)

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）（364名）

絵本のよみきかせ講座
[2013/6/5・12]
講師：図書館職員（司書）（53名）

県民の日　えほんのじかんスペシャル
[2013/6/15]（206名）

図書館クラブ
[2013/8/21・22・28・29・31]
①あなたも図書館員
②詩と物語を読む会(①・②の計30名）

夏休みおはなし会
［2013/7/24、8/7・14・21・28］（76名）

科学で遊ぼう
［2013/8/8］
「音のふしぎ」
講師：塩野廣次氏（68名）

中央図書館開館30周年記念
子どもの本の講座
［2013/9/29］
「物語と私　これまで歩いてきた道」
講師：上橋菜穂子氏（100名）

親子で楽しむ絵本講座
［2013/11/6・7・13・14・20・21］
講師：図書館職員（司書）
3・4歳コース全3回（88名）
2歳コース全3回（78名）

としょかんの冬のおたのしみ会
［2013/12/26］（175名）

冬のおはなし会
［2012/2/1・15］（25名）

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[2013/5/11](28名)
美浜分館[2013/9/28](18名)
猫実分館[2013/10/6](18名)
富岡分館[2013/10/27](36名)
堀江分館[2013/10/27](55名)
高洲分館[2013/11/2](16名)

新春えほんのじかん
[2014/1/4・5](32名）

お父さんの絵本講座
[2014/2/16]
「パパ！この本よんで」
講師：図書館職員（司書）（4名）

図書館クラブ
[2014/3/26・27]
「よみきかせに挑戦」（11名）

春休みえほんのじかん
[2014/3/26・27]
(34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）（649名）

としょかんのちいさなおはなし会
[2012/2/27・3/6]（142人）

◆集会行事（１）

図書館まつり記念植樹

図書館クラブ
「よみきかせに挑戦」

講演会「なぜアフリカで
紛争が起こるのか」

図書館の福袋



 
 特集/時にはファンタジー
  9/14「天国から来た
　　　　　　　　 　チャンピオン」
  9/15「フェアリーテイル」

 特集/三國連太郎特集
  10/12「息子」
  10/13「利休」

 特集/原作　山本周五郎
            11/9  「どですかでん」
            11/10「赤ひげ」

 特集/ヴィヴィアン＝リー特集
  12/14「哀愁」
  12/15「欲望という名の電車」

 特集/青春映画
  　2014/1/11「愛と青春の旅立ち」
　          1/12「アメリカン・グラフィティ」

 特集/ハリソン＝フォード特集
  2/8「ブレードランナー」
  2/9「モスキートコースト」

 特集/テーマ曲に酔う
  3/8「第三の男」
  3/9「カサブランカ」

 (延開催回数24回／延参加者数1,050人）

◆集会行事（２）

非核平和都市宣言記念事業
映画上映[2013/8/10・11]
「原爆の子」、「あゝひめゆりの塔」
展示[2013/10/1～30]
「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/読んでから観る？観てから
　　　  読む？～SF特集～
   2013/4/13「華氏451」
         4/14「海底２万マイル」

特集/切ない愛～哀愁の旋律～
         5/11「ある愛の詩」
         5/12「ひまわり」

特集/アジア映画特集
 6/8「上海ルージュ」
 6/9「旅人は休まない」

特集/思春期の少年少女たち
　　　　～大林宣彦監督作品から～
 7/13「ふたり」
 7/14「転校生」

特集/非核平和都市宣言記念事業
           8/10「原爆の子」
           8/11「あゝひめゆりの塔」

分館えほんのじかん
スペシャル

としょかんのちいさな
おはなし会

中央図書館開館30周年記念事業について

　平成25年3月１日に、中央図書館は開館30周年を迎えました。このため、図書館では平成25年度を記念の年と

位置づけて、30年間を支えていただいた市民の皆様への感謝の気持ちを表わし、あわせて東日本大震災から

の復興を願い、年間を通じてさまざま記念事業を実施しました。

　特に、8月31日（土）は「図書館まつり」と題して、中央図書館を会場に、記念講演会のほか、市民の皆様のご協

力も得て、ミニコンサートや朗読会など数多くの行事を開催することができました。当日に行われた行事に参加さ

れた方は2,119名
*
、ご来館された方は4,053名と大盛況の一日となりました。大勢の皆様のご来館に厚く感謝申

し上げます。

　（図書館報第77号中央図書館開館30周年記念号では、「図書館まつり」の詳しい報告を掲載しております。）

　　　　　　　　　　＊図書館まつりの行事に参加された方の人数1,921名に、同日に開催された中央図書館開館30周年記念講演会の

                       100名と子ども映画会の98名の参加人数を合計した数値。



◆ 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　384回　　貸出点数　2,667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　62回　　読んだ資料の数　115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*）

1タイトル
199タイトル
723タイトル

5点
1,369点

723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。

25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　　　　　　   46回

　　25年度貸出冊数　   904冊

　　団体貸出総数    　1,884冊

　　リクエスト                29件

東京ベイ・浦安市川医療センター

    25年度貸出冊数　  276冊

    団体貸出総数        420冊

 



図書館のデータベースで情報収集！

　

『聞蔵Ⅱビジュアル』
　1945年（昭和20年）以降の『朝日新聞』の記事を検索できます。『ＡＥＲＡ』、『週刊朝日』の雑誌記事、
現代用語事典『知恵蔵』の検索もできます。

『ヨミダス歴史館』
　1874年（明治7年）の創刊から最新号までの『読売新聞』の記事1,200万件以上を検索して、紙面イメー
ジが閲覧できます。「Ｔhe Japan News」、「現代人名録」も利用できます。

『日経メニュー』
　　『日本経済新聞』、『日経産業新聞』、『日経流通新聞』の記事が検索できます。企業情報、企業決算
情報、人事情報などのほか、マクロ経済統計、地域経済統計、POS情報などのデータも入手できます。

　
　この他に、業務用として下記のデータベースも契約しています。レファレンス室で
職員が調査いたしますので、お気軽にお尋ねください。

　『日経テレコン21』、『Ｌｅｘｉｓ ＡＳ ＯＮＥ(日本法総合データベース)』、

　『官報情報検索サービス』
                                        
                                       ＊プリントアウトは有料で１枚10円です。平日は17時、土日と祝日は18時までのご利用となります。

　堀江公民館は、平成26年10月から大規模改修工事を実施する予定です。

このため、平成26年10月１日（水）から翌年4月15日（水）までの期間はご利用

できなくなります。

　堀江公民館の大規模改修工事に伴い、図書館堀江分館も休館となります。

堀江分館の最終開館日は、9月28日(日)となります。

　休館期間中は、大変ご面倒をおかけしますが、中央図書館、他の分館、新

浦安駅前マーレ図書サービスコーナー、浦安駅前および舞浜駅前行政サー

ビスセンターをご利用いただきますようお願いします。

　中央図書館では、新聞記事や企業情報を調べる

ことができる有料データベースを設置しています。

無料で利用することができ、プリントアウトもできま

す*。

　レファレンス室のインターネット端末でご利用い

ただけますので、ご希望の方はカウンターでお尋

ねください。

堀江分館休館のお知らせ



データ（2013.4～2014.3）

年間総貸出冊数

 2,067,948冊

 市民１人あたり12.75冊（全国平均6.19冊）※

蔵書冊数（平成25年度末日現在）

 1,167,763冊（全国平均558,271冊）※

 市民１人あたり7.20冊（全国平均3.23冊）※

本の案内・レファレンス：121,507件

 資料案内：      110,101件
 調査回答：         1,844件
 利用案内：         9,562件
リクエスト：                  486,384件

 所蔵資料：      479,144件

 新規購入             965件

 相互貸借：         6,275件

 （読書会援助、ハンディキャップを含む）

雑誌

 貸出冊数：　　　　  98,343冊

 所蔵タイトル数：562タイトル

視聴覚資料

 貸出点数：126,129点

 CD： 87,930点

 カセット： 188点

 ビデオ： 1,293点

 ＤＶＤ： 36,669点

 レコード： 49点

子どもへのサービス（館内）

 わらべうたの会： 24回 364人

 おはなし会： 22回 137人

 えほんのじかん（よみきかせ）： 721回 6,494人

子どもへのサービス（類縁機関）

 よみきかせ： 413回 8,649人

 ストーリーテリング： 347回 10,505人

 ブックトーク： 63回 2,059人

 利用案内： 44回 434人

 講師派遣： 11回 252人

 その他： 78回 2,183人

ハンディャップサービス

 宅配：　     384回      2,667点

 対面朗読：　62回 115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：　　　 46回

 団体貸出総数：    1,884冊

 リクエスト件数：        29件

病院サービス（東京ベイ・浦安市川医療センター）

 団体貸出総数：      420冊

団体貸出

 延貸出利用団体数：137団体

　　　　　 貸出冊数：14,790冊、貸出総数：54,315冊

読書会への貸出

 延貸出利用団体数：26団体、貸出冊数144冊

新規利用登録

 4,851人

※　全国値は人口15～20万人の都市を対象（『日本の図書館2013』より）

浦安市人口（H25年度当初）：

　162,155人（男：80,613,人　女：81,542人）、72,758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 25,070円
１世帯あたり 55,874円　　　※※2,278円（『出版年鑑2013』より）

職員数： 34名（うち司書有資格者34名）※H25年度当初

浦安市立図書館報　第78号
発行日　平成26年 7月 31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25年度当初の予算額による）

 資料費：101,308（千円)

 人件費：323,360（千円）

 諸経費：220,852（千円）

　　　　合　 計：645,520（千円）

中央図書館

 猫実1-2-1　047(352)4646

 5,296㎡　蔵書数：815,305冊

 利用者数：235,043人 貸出冊数：811,547冊

堀江分館

 富士見2-2-1　047(351)3097

 240㎡　蔵書数：42,024冊

 利用者数：29,152人　貸出冊数：96,822冊

猫実分館

 猫実4-18-1  047(351)2659

 238㎡　蔵書数：50,406冊

 利用者数：37,586人　貸出冊数：106,949冊

富岡分館

 富岡3-1-7  047(352)7180

 226㎡　蔵書数：46,894冊

 利用者数：53,744人　貸出冊数：150,753冊

美浜分館

 美浜5-13-1  047(354)0009

 317㎡　蔵書数：53,064冊

 利用者数：37,980人　貸出冊数：116,969冊

当代島分館

 当代島2-14-1  047(382)1707

 197㎡　蔵書数：37,124冊

 利用者数：29,524人　貸出冊数：87,961冊

日の出分館

 日の出4-1-1  047(390)0606

 230㎡　蔵書数：54,158冊

 利用者数：93,186人　貸出冊数：277,408冊

高洲分館

 高洲5-3-2　047(304)0314

 407㎡　蔵書数：68,788冊

 利用者数：64,161人　貸出冊数：209,726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：93,526人　貸出冊数：179,503冊
舞浜駅前行政サービスセンター
　　　　利用者数：7,314人　  貸出冊数：14,559冊
浦安駅前行政サービスセンター
　　　　利用者数：8,006人　　貸出冊数：15,751冊

編集後記

　今号では、平成25年度の図書館利用に関する統計をお届
けします。昨年度は中央図書館開館30周年の記念の年でし
た。今年も図書館サービスのますますの充実をめざします。


