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図書館報

９月、「図書館カルチャー」開催
“日本語の魅力、古典の面白さをとことん味わう”　講師：山口仲美氏

11月、
「親子で楽しむ絵本講座」開催

11月、
「創業支援プレセミナー」開催

３月、
「春休み図書館クラブ」開催

数字で見る１年
（平成29年度）
2017.4～2018.3

・
図書館公式twitter

・
浦安震災アーカイブと
日本災害DIGITAL
アーカイブの連携



◆ 浦安震災
アーカイブ

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

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を平成27年7月より
インターネット公開しました。

総受付数

◆ 総貸出数貸出

◆ リクエスト 498,818件

●所蔵資料

●相互協力

◆

●資料案内 ご希望に添う資料を紹介します。 100,497件

●調査回答 調べものや研究の相談に応じます。 1,382件

●利用案内 開館時間や図書館の利用方法を案内します。 15,356件

本の案内
レファレンス

●市民１人あたり

●新規購入 

491,776件

6,223件

　819件

浦安市立図書館所蔵資料で対応できました。

資料を新規に購入しました。

浦安市立図書館以外の図書館から借り受けしました。

●アーカイブページビュー数

69,885件

●延べ利用者数

1,926,558冊

659,787人

 11.50冊
 （全国平均5.92冊）
       全国値は人口15～20万人の都市の平均（『日本の図書館2017』より）
　     



ハンディキャップ
サービス

資料の宅配・対面朗読

病院サービス

 ●順天堂大学医学部附属浦安病院
　　団体貸出総数    　1,427冊　　　　リクエスト      164件

　　入院されている方へご希望の資料をお届けするリクエストサービスを行っています。

　　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。

　

●対面朗読の件数　98件　　読んだ資料のタイトル数　132タイトル

　　　目の不自由な方に、司書が本や雑誌など希望の資料をお読みします。

　 

●東京ベイ・浦安市川医療センター
　団体貸出総数        421冊

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。

所蔵資料

●録音図書（テープ）　　  74タイトル　　  574点
●録音図書（デイジー※1）141タイトル  　　141点
●点字図書　　　　　　　  46タイトル　　  117点
●拡大写本※2　　　　　 　70タイトル 　　 502点
●大活字本　　　　　　 2,052タイトル　  2,437点
●布の絵本　　　　　　 　 57タイトル　　　304点
●病院サービス用資料　　 　　　　　　　 2,848点

◆

●宅配の件数　307件　　貸出点数　2,005点

　　　図書館への来館が困難な方に、本や録音資料などをお届けします。

 

※1　デイジー（DAISY）：Digital Accessible Information SYstemの略。視覚障がい者のための、
　　　カセットテープに代わる国際標準規格のデジタル録音図書。

※2　拡大写本：その人に合った文字の大きさで書き写した本



子どもと親への
サービス

図書館内で

●えほんのじかん
    [中央図書館：火～土、分館：毎週木]
　　子どもたちに絵本のよみきかせをします。

   　607回　5,374人

●ブックスタート絵本講座
　　[毎月第2金]
　　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　613人

◆

●赤ちゃんと楽しむわらべうたの会
    [毎月第2金]
　　「わらべうた」や「絵本のよみきかせ」をします。
　　講師：職員（司書）

 　　24回　264人

●おはなし会（ストーリーテリング）※
　　[中央図書館：毎月第・3土]　　
　　昔話や創作のお話を子どもたちの前で語ります。

   　12回　65人

●分館えほんのじかんスペシャル
   （公民館文化祭等）　6回　167人
   

●おひざのうえでえほんのじかん
    ［8/15・16・17・18・19］　72人

●県民の日　えほんと映画を楽しもう
         /えほんのじかんスペシャル
    [6/15]　12回　208人

●絵本のよみきかせ入門講座　　　　
    [6/1・8]

    講師：職員（司書） 76人

●夏休みおはなし会
　　［7/21・26・27］　3回　13人

●子ども映画会
    [偶数月第2土曜日ほか]　8回　319人

●科学で遊ぼう ［8/4］
    「空気の粒が見えてくる？！」
    　　　～真空の実験～

    講師：田部井哲広氏　2回　69人

●図書館クラブ
    [7/27、8/4、3/28・29]　37人

●夏休み子ども防災教室ｉｎ図書館
    ［8/23］　41人



●としょかんの冬のおたのしみ会　　　　　　　　　　　　

    ［12/28］　1回　125人

●お父さんもいっしょにえほんのじかん
    

●春休みえほんのじかん
　　［3/28・29］　２回　13人

●としょかんのちいさなおたのしみ会
　　[2/8・22]  7回　110人

●親子で楽しむ絵本講座
    ［11/1・2・7・8・15・16］
　　講師：職員（司書）
　　親子一緒にわらべうたや手遊びを楽しみ、
　　絵本の選び方や与え方を学んでもらいます。

　    2歳コース 全3回　94人
   3・4歳コース 全3回　65人

●子どもの本の講座 ［7/23］
   　「絵本と鳥の巣の不思議」

      講師：鈴木まもる氏　81人

●新春えほんのじかん　かるた大会 
    [1/4・5・6]　45人

12回　142人

幼稚園・保育園・学校で

司書が
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 ※

329回

388回

49回

32回

6回

212回

6,692人

11,403人

1,516人

354人

130人

3,855人

●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、保育園や幼稚園、学校の図書室
　 などへ図書館の本をまとめて貸出しています。

 　　延貸出利用団体数      206団体
 　　年度貸出冊数　　　     65,238冊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　新規貸出と貸出更新を含む

                                        　  　 23,950人

   　　　　※幼稚園等の閲覧利用、育児サークルなどの団体

    　計     　　　　　　　1,016回



●図書館講演会
　　 [11/18]
　　「将棋の天才・藤井総太四段はAIに勝てるのか？」

　　講師：松本博文氏　84人

集会行事
　　　　　　　　　　　　　　　データ：平成29年4月～平成30年3月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者数は延人数

●非核平和都市宣言記念事業[8月]
　　映画「あゝひめゆりの塔」                                 
       　　「ナージャの村」
　　展示「ー核のない世界をめざしてー　子どもたちに　
　　　　　平和な未来を」

●ジャズアンドクラシックナイト
　　[8/24・25]　128人

●ハンディキャップサービス協力者養成講習会
　　［5/24、6/21、7/19］
　　講師：松本道子氏　

●創業支援セミナー
　　前期[8/22・29、9/5・12・19・26]
　　後期プレセミナー[11/25]  後期[1/6・13・20・27]

　　392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

●図書館利用講座
　　[5月1月を除く毎月第1金］　9回　31人

●図書館カルチャー
　　[9/2・16・30]
　「日本語の魅力、古典の面白さをとことん味わう」

　　講師：山口仲美氏　244人

●名作映画鑑賞会[毎月第2土・日曜日]　1,350人

「シャイン」
「アマデウス」
「慕情」
「めぐり逢い」
「クレイマー、クレイマー」
「レインマン」
「バグダッド・カフェ」
「パリ、テキサス」

「あゝひめゆりの塔」
「ナージャの村」
「グレン・グールド２７歳の記憶」

　「未完成交響楽」
「ディア・ハンター」
「ベニスに死す」
「桜桃の味」          

　「殯の森」    

「風が吹くまま」
「サラの鍵」
「死の棘」
「伽倻子のために」
「ボーイ・ミーツ・ガール」
「汚れた血」
「甘い生活」
「恋人たち」

◆



浦安市立図書館からのお知らせ

浦安震災アーカイブと日本災害ＤＩＧＩＴＡＬアーカイブの連携

図書館公式 twitter で情報発信しています

　浦安市立中央図書館では、東日本大震災の被災状況や復旧・復

興の取り組みを記録、保存し、子どもたちの防災教育や、市民に

よる自助・共助の取り組みに役立てるため、「浦安震災アーカイブ」

を運営しています。

　平成 30 年 6 月 7 日、浦安市は、ハーバード大学エドウィン・Ｏ・

ライシャワー日本研究所が運営する「日本災害ＤＩＧＩＴＡＬ

アーカイブ」との連携・協力を推進することで、震災時の記録（コ

ンテンツ）の利活用が大きく前進し、市民のみならず多くの人々

に利用できるようになると考え、覚書を締結しました。

　今後は、ハーバード大学の日本災害ＤＩＧＩＴＡＬアーカイブ

を使って、浦安震災アーカイブをはじめ複数の日本の震災アーカ

イブの資料を一元的に検索・閲覧できるようになります。

浦安震災アーカイブ：

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

　浦安市立図書館では、図書館利用の促進のために公式 twitter

で情報発信をしています。図書館でこれから開催されるイベント、

司書がおすすめする本やＣＤ、館内で行われているテーマ展示、

図書館の取り組みや休館情報などをツイートしています。

　公式ホームページには掲載されないミニ情報も随時発信してい

ますので、お気軽にフォローしてください。

公式ツイッターアカウント

　アカウント名：浦安市立図書館

　アカウントＩＤ：＠ＵｒａｙａｓｕＬｉｂｒａｒｙ



蔵書冊数

図書 1,113,370冊（全国平均679,860冊）※

 市民１人あたり6.65冊

          （全国平均3.42冊）※

   　 ※ 全国平均は人口15～20万人の都市の平均

        　（『日本の図書館2017』より）

　      

雑誌   所蔵タイトル数：539タイトル

 貸出冊数： 80,301冊
 

視聴覚資料

          所蔵点数

          DVD： 2,799点

          ビデオ： 2,602点 

          CD： 17,960点

          カセット： 995点

          レコード： 2,169点

 貸出点数

          DVD： 29,453点

          ビデオ： 275点 

          CD： 74,115点

          カセット： 22点

          レコード： 148点

図書館費（平成29年度当初予算）

 資料費：96,449（千円)

 人件費：300,524（千円）

 諸経費：247,837（千円）

 合　 計：644,810（千円）

職員数： 33名（うち司書32名）

還元率※
　　　　 市民１人あたり 22,679円
　　　　 １世帯あたり           48,522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
　   　　　※※ 2,306円（『出版年鑑2017』より）

浦安市立図書館報　第87号
発行日　平成30年8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.chiba.jp/

中央図書館

 5,296㎡　蔵書数：750,523冊

 利用者数：216,222人 

 貸出冊数：742,669冊

堀江分館

 253㎡　蔵書数：45,757冊

 利用者数：32,986人

 貸出冊数：105,012冊

猫実分館

 238㎡　蔵書数：49,140冊

 利用者数：17,496人

 貸出冊数：49,765冊

富岡分館

 226㎡　蔵書数：47,217冊

 利用者数：54,831人

 貸出冊数：153,917冊

美浜分館

 317㎡　蔵書数：51,709冊

 利用者数：35,544人

 貸出冊数：104,646冊

当代島分館
 197㎡　蔵書数：39,299冊
 利用者数：32,791人
 貸出冊数：95,830冊

日の出分館

 230㎡　蔵書数：58,016冊

 利用者数：83,410人

 貸出冊数：239,323冊

高洲分館

 407㎡　蔵書数：71,709冊

 利用者数：61,195人

 貸出冊数：190,437冊

新浦安駅前プラザ図書サービスコーナー

 利用者数：97,622人

 貸出冊数：189,269冊

舞浜駅前行政サービスセンター

 利用者数：11,573人

 貸出冊数：22,718冊

浦安駅前行政サービスセンター

 利用者数：16,117人

 貸出冊数：32,972冊

　

編集後記

　今号では、平成29年度の図書館利用統計と新しい
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。

統計（平成30年3月末現在）


