図書館報
N u m b e r

7月、月曜日の開館と分館の開館時間延長を開始

7月、子どもの本の講座
「わにわにができるまで」講師：山口マオ氏

6月、県民の日
えほんのじかんスペシャル

2月、図書館講演会
「本の言葉」講師：金田一秀穂氏

83

数字で見る１年
（平成27年度）
2015.4～2016.3

◆貸出

今年も
200万冊
突破！

総貸出冊数2,056,074冊
延べ693,050人の方へ貸出しました。

◆リクエスト

●所蔵資料で対応できたもの
501,307件
●新規で購入したもの

506,797件
※読書会援助・ハンディキャップ用資料含まず

◆

1,094件
●浦安以外の図書館から
借り受けたもの

4,396件

本の案内
レファレンス

●資料案内
●調査回答
●利用案内
ＮＥＷＳ!

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。
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。
資料検索機の使い方や図書館を利用する際の疑問などを
お答えします。

109,938件
2,029件
14,468件

パスワードの再発行ができるようになりました !

利用状況を確認したり、本の予約をするためのパスワードを、新規・再発行を問わず図書館の
ホームページで発行することができるようになりました。
Mｙページ(利用状況確認）から利用券番号・生年月日・電話番号を入力してください。図書館の登
録情報と一致した場合に、パスワードが表示されます。
パスワードが表示されない場合は、中央図書館またはお近くの分館に図書館利用券と、 ご本人
確認(免許証、保険証など）を提示してください。
＊パスワードは市内在住・在学・在勤で図書館の利用券をお持ちの方に発行します。

◆ 子どもと親への
サービス
図書館内で
●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。

650回 6,234人
●おはなし会（ストーリーテリング）※

●ブックスタート絵本講座

昔話や創作のお話を
子どもたちの前で語ります。

32回 182人

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。

※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たのしみ会含む

●赤ちゃんと楽しむ
わらべうたの会
「わらべうた」や「絵本のよみきかせ」をします。

48回 674人

24回 342人

幼稚園・保育園・学校で
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

376回
377回
90回
29回
10回
149回

7,425人
11,104人
2,860人
414人
306人
3,138人

1,031回

25,247人

※幼稚園等の閲覧利用、育児サークルなどの団体

●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 214団体
年度貸出冊数
64,135冊
※新規貸出と貸出更新を含む

◆

ハンディキャップ
サービス

所蔵資料
録音図書（テープ） 158タイトル
録音図書（デイジー） 99タイトル
点字図書
260タイトル
拡大写本
68タイトル
大活字本
2,027タイトル
布の絵本
55タイトル
病院サービス用資料

1,079点
99点
1,075点
495点
2,980点
294点
3,573点

(デジタル録音図書）

（その人に合った文字の大きさで書き写した本）

＊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。

資料の宅配・対面朗読
●図書館を利用することが困難な方に、本や録音資料などをお届けします。
宅配の件数 335件 貸出点数 1,439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。
対面朗読の件数 62件 読んだ資料のタイトル数 92タイトル

病院サービス
●東京ベイ・浦安市川医療センターの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。
団体貸出総数

418冊

●順天堂大学医学部附属浦安病院の入院患者さんへご希望の資料をお届けす
るサービスを行っています。
団体貸出総数

1,653冊

リクエスト

32件

＊病院内１階の図書コーナーに団体貸出を行っていましたが、院内の工事のため休止中です。

◆

電子資料の
公開

●浦安震災アーカイブ
東日本大震災に関連した写真・動画、行政
文書のほか市民の皆様の体験談などを収録
したデジタルアーカイブサイトを平成27年7
月より公開しました。

アーカイブ訪問者数
8,485人
アーカイブページビュー数
85,068件

URL：http://urayasu-shinsai-archive.city.urayasu.lg.jp

データ：平成27年4月～平成28年3月
参加者数は延人数

◆集会行事
図書館講演会[2/6]
「本の言葉」
講師：金田一秀穂氏 90人

としょかんのおたのしみ会
［3/29・30］ 110人
ブックスタート絵本講座
［毎月第2金曜日］
講師：職員（司書） 674人

図書館カルチャー（基本図書講座）
[10/24、11/28・29]
「気象キャスター斉田さんのお天気教室」
講師：斉田季実治氏 224人
図書館利用講座「図書館の蔵書検索」
[4/3、5/1、6/5、7/3、8/7、9/4、10/2
11/6、12/4、2/5、3/4］ 36人

図書館カルチャー

おはなし会[毎月第1・3土曜日]
115人

創業支援セミナー
前期[8/25～10/6] プレセミナー[11/21]
後期[1/9～1/30]
330人
※浦安市商工観光課、浦安商工会議所、日本
政策金融公庫との共催

としょかんのちいさなおたのしみ会
[2/4・25] 143人
分館えほんのじかんスペシャル
（公民館文化祭等）
堀江分館 [4/11、10/25] 41人
猫実分館 [10/4]
22人
美浜分館 [10/24]
8人
当代島分館 [6/ 6]
42人
日の出分館 [10/4]
37人
高洲分館 [10/10]
38人

子どもの本の講座［7/19］
「わにわにができるまで」
講師：山口マオ氏 147人
夏休みおはなし会
［7/22・29・30、8/5・12・19・26］ 52人
図書館クラブ「あなたも図書館員」
[7/23・30、3/29・30] 34人

えほんのじかん
[中央館：火～土曜日、分館：毎週木曜日]
6,234人

図書館クラブ
「あなたも図書館員」

視覚障がい者向け情報製作協力者養成講
習会［10/15・22・29］
講師：松本道子氏 35人

科学で遊ぼう［8/7］
「見えなかった世界が見えてくる 光の不思
議な世界」
講師：塩野廣次氏 64人

非核平和都市宣言記念事業[8月]
映画「アレクセイと泉」
「ヒバクシャ 世界の終わりに」
展示「非核平和を考える」

夏休み子ども防災教室ｉｎ図書館
［8/20］ 60人

名作映画鑑賞会[毎月第2土・日曜日]

親子で楽しむ絵本講座
［11/4・5・11・12・18・19］
講師：職員（司書）
2歳コース全3回
57人
3・4歳コース全3回 80人
絵本のよみきかせ入門講座
[5/27、6/3]
講師：職員（司書） 36人
県民の日 えほんのじかんスペシャル
[6/15] 255人

親子で楽しむ
絵本講座

新春えほんのじかん
[1/5・6・7] 26人
冬のおはなし会［2/6・20］ 15人
お父さんもいっしょに絵本講座
〔2/7・14]
講師：職員（司書） 31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：職員（司書） 342人
おひざのうえでえほんのじかん
［8/11～15］ 62人

4/11 「グッド・ウィル・ハンティング
旅立ち」
4/12 「めぐみ－引き裂かれた家族の
30年」
5/ 9 「あ・うん」
5/10 「フィラデルフィア」
6/13 「巴里のアメリカ人」
6/14 「ＢＡＢＥＬ（バベル）」
7/11 「太陽と月に背いて」
7/12 「おもいでの夏」
8/ 8 「アレクセイと泉」
8/ 9 「ヒバクシャ 世界の終わりに」
9/12 「マルタの鷹」
9/13 「破れ太鼓」
10/10 「カッコーの巣の上で」
10/11 「ギャルソン」
11/14 「マルコヴィッチの穴」
11/15 「真夜中のカ-ボ-イ」
12/12 「スター・ウォーズ」
12/13 「ゴジラ」
1/ 9 「麗しのサブリナ」
1/10 「お熱いのがお好き」
2/13 「フェイク」
2/14 「ブーベの恋人」
3/12 「おとうと」
3/13 「リバー・ランズ・スルー・イット」
1,038人
子ども映画会[毎月第2・4土曜日]
1,145人

創業支援セミナー

平成 28 年度 図書館サービスのお知らせ

富岡分館がリニューアルオープンしました
富岡分館は、 公民館の大規模改修工事に伴い、 平成 27 年 11 月
1 日 （日） から休館していましたが、 平成 28 年 6 月 17 日 （金） に
リニューアルオープンしました。
改修工事では、利便性と収容冊数の向上を図りました。 館内のブッ
クポストの位置を変更し、 手洗い場を撤去したたことで、 壁面の書
架が 3 連増えました。 新しい書架は児童書や時代小説文庫の書架
として活用しています。 また、 入口扉、 壁面、 天井、 照明を一新
したことで、 フロア全体が明るくなりました。
ぜひ新しくなった富岡分館にお越しください。 職員一同お待ちして
います。

「高橋 扶臣男 （Takahashi Fumio） コレクションコーナー」 ができました
浦安市で長年、 写真の指導に携わってきた写真家、 高橋扶臣男
氏からご寄贈いただいた写真集を中心とした書籍を中央図書館書庫
棟 1 階に 「高橋扶臣男コレクションコーナー」 として公開しています。
コレクションには、 他の写真家から謹呈されたサインの入っている
貴重な写真集もあります。 書庫カウンターでお申し込み頂ければ、
館内で自由に手に取ることができます。
中央図書館にお越しの際はぜひご覧ください。

高橋 扶臣男 （たかはし ふみお）
写真家。二科会写真部審査員。日本を代表する写真家の故秋山庄
太郎氏に師事。1980（昭和55）年に秋山氏が創設した「花の会」のメン
バーで、会長を務めた。
浦安市内ならびに近隣地域において、市民への写真撮影の指導や
写真展の開催等を行う。浦安市美術展では写真部門の特別審査員
を長年務めた。主な著作には、『花づくし』（日本カメラ社）、『四季の花
紀行』、『花の散歩道』（主婦の友社）などがある。

スマートフォンの検索画面ができました
スマートフォンに対応した検索画面ができました。 スマートフォン専
用のレイアウトでより便利にお使いいただけます。

主な機能
・ 資料検索 ・ 予約 （MY ページの利用）
・ おすすめブックリスト
・ ベストリーダー

・ 雑誌一覧

・ 開館日カレンダー
・ 新着案内

・ 予約上位リスト

ＵＲＬ： https://opac.city.urayasu.chiba.jp/opw/OPS/OPSINDEX.CSP
＊図書館からのお知らせやイベント情報等はパソコン版の図書館ホーム
ページをご覧ください。

レシート（所在確認票）の見方について

分類（請求記号）ラベルの見方
本（資料）の背中に貼ってあるシール

図書館内の Web-OPAC( 蔵書検索端末）
では所在確認票というレシートが印刷でき
ます。 レシートは次のようにご覧ください。

ﾅ
は

723
1
ﾅ
洋画（日本人）

段のラベルです。

ｳﾗﾔ
○○の本
浦安太郎
東京 ○×出版

日本の小説

①所 蔵 館 ＝その本のある図書館名
②排架場所＝その本がある場所
③請求記号＝分類ラベルの番号
④状

態 ＝在架（あり）・貸出中（なし）

閉架・ 季節＝地下に保管し ていま す。
すぐにお出しできますので、
カウンター司書へお問い合わせください。

②
④

①
③
①
③

ﾅ

②
④

統計（平成28年3月末現在）
新規利用登録
5,306人
蔵書冊数
1,189,332冊（全国平均582,000冊※）
市民１人あたり7.26冊（全国平均3.32冊※）
年間総貸出冊数
2,056,074冊
市民１人あたり12.56冊（全国平均6.04冊※）
※ 全国値は人口15～20万人の都市を対象（『日本の図書館2015』より）
浦安市人口（H27年度当初）： 163,719人、75,191世帯

本の案内・レファレンス：126,435件
資料案内：
109,938件
調査回答：
2,029件
利用案内：
14,468件
リクエスト：
507,995件
所蔵資料：
501,430件
新規購入：
1,094件
相互貸借：
5,471件
（読書会援助、ハンディキャップを含む）

雑誌
貸出冊数：
92,401冊
所蔵タイトル数：559タイトル
視聴覚資料
貸出点数：115,729点
DVD：
30,264点
ビデオ：
510点
CD：
84,735点
カセット：
76点
レコード：
144点
子どもへのサービス（館内）
わらべうたの会：
24回 342人
おはなし会：
32回 182人
えほんのじかん（よみきかせ）： 650回 6,234人

子どもへのサービス（類縁機関）
よみきかせ：
376回 7,425人
ストーリーテリング： 377回 11,104人
ブックトーク：
90回 2,860人
利用案内：
29回
414人
講師派遣：
10回
306人
その他：
149回 3,138人
ハンディキャップサービス
宅配：
335回 1,439タイトル
対面朗読： 62回
92タイトル
病院サービス（東京ベイ･浦安市川医療センター）
職員派遣回数：
12回
団体貸出総数：
418冊
病院サービス（順天堂大学医学部附属浦安病院）
リクエスト件数：
32件
団体貸出総数：
1,653冊
＊病院内１階の図書コーナーは、院内工事のため休止中。

団体貸出
延貸出利用団体数：214団体
貸出総数：64,135冊
読書会への貸出
延貸出利用団体数：23団体、貸出冊数123冊
還元率※
市民１人あたり 25,088円
１世帯あたり
54,625円
※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
※※ 2,307円（『出版年鑑2015』より）

図書館費（平成27年度当初予算）
資料費：104,899（千円)
人件費：294,155（千円）
諸経費：236,966（千円）
合 計：636,020（千円）
職員数： 31名（うち司書30名）
中央図書館
猫実1-2-1 047(352)4646
5,296㎡ 蔵書数：831,577冊
利用者数：244,233人 貸出冊数：840,306冊
堀江分館
富士見2-2-1 047(351)3097
253㎡ 蔵書数：43,773冊
利用者数：30,036人 貸出冊数：101,212冊
猫実分館
猫実4-18-1 047(351)2659
238㎡ 蔵書数：49,931冊
利用者数：36,529人 貸出冊数：104,972冊
富岡分館
富岡3-1-7 047(352)7180
226㎡ 蔵書数：46,543冊
利用者数：33,067人 貸出冊数：90,988冊
美浜分館
美浜5-13-1 047(354)0009
317㎡ 蔵書数：50,933冊
利用者数：38,271人 貸出冊数：113,601冊
当代島分館
当代島2-14-1 047(382)1707
197㎡ 蔵書数：38,387冊
利用者数：29,873人 貸出冊数：85,807冊
日の出分館
日の出4-1-1 047(390)0606
230㎡ 蔵書数：56,278冊
利用者数：92,024人 貸出冊数：267,232冊
高洲分館
高洲5-3-2 047(304)0314
407㎡ 蔵書数：71,910冊
利用者数：67,780人 貸出冊数：214,542冊
新浦安駅前プラザ図書サービスコーナー
入船1-2-1 047(306)5161
利用者数：97,384人 貸出冊数：189,256冊
舞浜駅前行政サービスセンター
利用者数：11,468人 貸出冊数：23,078冊
浦安駅前行政サービスセンター
利用者数：12,385人 貸出冊数：25,080冊

編集後記

今号では、平成27年度の図書館利用統計と28年度のサー
ビスに関するお知らせを特集しました。皆様のますますのご
利用をお待ちしています。
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