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図書館報

じゃあ、読もう。

　2010年は、
　国民読書年。

1月、子どもビジネス・スクール「働く」を考える

9月、図書館講演会
「源氏物語をどう読むか」

2月、
としょかんのちいさなおはなし会

8月、科学で遊ぼう
「科学で楽しくクッキング」

数字で見る１年
（平成21年度）
2009.4～2010.3

・
高洲分館が
開館します

・
メールで

お知らせします



館報70：ｐ２

総貸出冊数2,231,396冊
延べ717,227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

498,058件

●新規で購入したもの

1,417件

●浦安以外の図書館から

借り受けたもの
5,199件

504,674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。 121,069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。 1,162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。 10,152件

本の案内
レファレンス

舞浜駅北口の舞浜駅前行政サービスセンターで、
資料の返却、予約資料の受取りができます。

平成22年7月1日より、舞浜駅北口の舞浜駅前行政サービスセンターで、

図書館で借りた本やＣＤなどの返却と予約をした資料の受取りができます。

サービスを利用するには図書館利用券が必要です。

ＮＥＷＳ!
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　市内の図書館で８番目に開館する高洲分館は、一般書、
児童書合わせて約45,000冊、雑誌80タイトル、新聞10紙を
所蔵します。
　座席数は48席と他の分館より多く、ゆったりと読書を楽し
んでいただけます。どうぞ、ご利用ください。

開館時間 月曜～金曜 10：00～18：00
   土・日曜  10：00～17：00
   ＊17:00～18:00、月曜は貸出・返却
   業務のみ実施します。

休館日  祝日、年末年始
   館内整理日（毎月末日　ただし末日が月曜、 
   土曜、日曜の場合は繰り上げ）

開館準備中の高洲分館

ＮＥＷＳ!

浦安市立図書館高洲分館
が

7月6日より開館します。

高洲分館（地域交流プラザ　エスレ高洲内）
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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。

　595回　6,870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　528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　430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ヶ月の赤ちゃんと親が対象です。

　48回　833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　          　　　　　　　 931回　　 　25,534人
その他は学童クラブ、学校図書館、病院サービスよみきかせ等

●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。

利用団体数136　年度貸出冊数10,601冊

◆

409回

376回

90回

11回

3回

42回

9,709人

12,003人

2,934人

283人

18人

587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・
　　秋の青空おはなし会含む
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◆ ハンディキャップ
サービス

●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　619回　　貸出点数　4,870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　86回　　読んだ資料の数　159タイトル

●東京ベイ・浦安市川医療センター

　　　　　　でのサービス

東京ベイ・浦安市川医療センターは、平

成21年7月より建て替え工事中のため、

サービスを休止しています。

●順天堂大学医学部付属
　　　　　　浦安病院でのサービス

病院内1階、売店横の図書コーナーへ

団体貸出をしています。

職員が週２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。

病院への年度貸出冊数
（平成21年4月～６月）

病院への年度貸出冊数
リクエスト

647冊
20件

10冊
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●活字の資料そのままでは、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。

21年度他館資料借受点数

点訳資料
音訳資料（カセットテープ）
音訳資料（デイジー*）

7タイトル
477タイトル
402タイトル

7点
3,276点

402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。



図書館講演会[2009/9/26]

「源氏物語をどう読むか」

講師：秋山虔氏(94名)

図書館カルチャー[2009/10/17、11/28、

12/12、2010/1/23]

「日本の色について」

講師：吉岡幸雄氏(352名)

文章講座［2010/2/27、3/6、13、20］

講師：松島義一氏（173名）

図書館利用講座「図書館の蔵書検索」

［2010/7/17、9/18、11/20、2010/1/15、

3/19］（20名）

創業支援セミナー[2009/6/27、7/4、11、

18、2010/1/16、23、30、2/6]

「経営の基礎」「事業計画立案の基礎」「会

社設立の概要」ほか(161名)

※商工観光課、浦安市商工会議所との共催

子どもビジネス・スクール「働く」を考える

[1/30]

講師：小松崎浩司氏、藤里一郎氏(11人)

科学で遊ぼう［8/7］

「科学で楽しくクッキング」

講師：塩野廣次氏（57名）

夏休みおはなし会

［2009/7/22、29、8/5、12、19、26］（148名）

親子で楽しむ絵本講座

［2009/6/3、4、10、11、17、18］

講師：図書館職員（司書）

2・3歳コース全3回（85名）

3・4歳コース全3回（72名）

絵本のよみきかせ講座[2009/5/20、22]

講師：図書館職員（司書）（94名）

子どもの本の講座［10/4］

「写真を通して子どもたちに伝えたいこと」

講師：今森光彦氏（51名）

冬のおはなし会［2010/2/20、27］（38名）

図書館のおたのしみ会

中央図書館［12/25］（144名）

赤ちゃんと楽しむわらべうたの会

[毎月第２金曜日]（430名）

ブックスタート絵本講座

［毎月第２金曜日］（833名）

えほんのじかん[火～金曜日]

（延開催回数595回、延参加者数6,870人）

おはなし会[毎月第３・４土曜日]

（延開催回数21回、延参加者数115人）

としょかんのちいさなおはなし会

[2009/2/17]（170人）

分館えほんのじかんスペシャル

（公民館文化祭）

当代島公民館図書室[2009/5/24](38名)

美浜公民館図書室[2009/9/26](26名)

中央公民館図書室[2009/10/3](38名)

富岡分館[2009/10/10](11名)

堀江分館[2009/11/1](17名)

秋の青空おはなし会

当代島公民館図書室[2009/10/8、22](57名)

録音図書製作協力者養成講習会

［2009/10/21、28、11/11、18、25］

講師：遠藤美枝子氏（42名）

非核平和都市宣言記念事業[8月]

映画「禁じられた遊び」「ライフ・イズ・ビューテ
ィフル」　

展示「文学の中の戦争」

名作映画鑑賞会[毎月第2土・日曜日]

特集/追悼：緒形拳
    2009/4/11「おろしや国酔夢譚」
         4/12「火宅の人」

特集/裁判所をステージに！
         5/9「十二人の怒れる男」
         5/10「評決」

特集/初恋
 6/13「いつか読書する日」
 6/14「初恋のきた道」

特集/人生の選択
 7/11「月の輝く夜に」
 7/12「普通の人々」

非核平和都市宣言記念事業
 8/8「禁じられた遊び」
 8/9「ライフ・イズ・ビューティフル」

特集/恐怖の名作
 9/12「死刑台のエレベーター」
 9/13「知りすぎていた男」

特集/シェイクスピア
 10/10「恋におちたシェイクスピア」
 10/11「ロミオとジュリエット」

特集/ロードムービー
 11/14「バッファロー ６６」
 11/15「ナイト・オン・ザ・プラネット」

特集/勇気とは
 12/13「フィラデルフィア」

特集/井上靖文学を映像で
    2010/1/9「氷壁」
 1/10「天平の甍」

特集/世界のKUROSAWA★黒澤作品
 2/13「隠し砦の三悪人」
 2/14「野良犬」

特集/映画で見る中国
 3/14「菊豆<チュイトウ>」

（延開催回数22回／延参加者数1,067人）

◆集会行事

図書館講演会

としょかんのちいさな
おはなし会

図書館のおたのしみ会

科学で遊ぼう
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図書館が発行するパスワードをお持ちであれば、

図書館のオンラインシステムにメールアドレスの登録ができます。

アドレスを登録されますと、「予約資料確保のお知らせ」を

メールで受け取ることができます。

メールでお知らせします

Ｑ. パスワードをもらうには何が必要ですか？

Ａ.  1. 図書館利用券

     2. 身分証 （免許証 ・ 保険証など）

* 必ずご本人が、 ご自分の図書館利用券と身分証を図書館のカウンターにお持ちください。

Ｑ. メールアドレスはどのように登録 （変更） するのですか？

Ａ. 登録 （変更） 方法

 1. 「利用状況確認」 で利用券番号 ・ パスワードを入力し、 「送信」 ボタンをクリック

 2. 「連絡先変更」 タブをクリック

 3. 【E-mail1】 欄と （再入力） 欄にアドレスを入力

 4. 「変更」 ボタンをクリック

 5. 「更新しました。」 と表示されたら登録完了

* 登録後、 確認のメールが送信されますので、 受信を確認してください。

Ｑ. メールアドレスは、 携帯電話やパソコンのフリーメールでも登録できますか？

Ａ. 登録できます。 ただし、 メール機能や設定をご確認の上、 登録してください。

 メールの受信設定をされている方は、 次のアドレスを受信可能な状態に

 設定してください。

 ・ アドレス指定をされている方 ： toshokan@city.urayasu.lg.jp

 ・ ドメイン指定をされている方 ： @city.urayasu.lg.jp

ご返却が遅くなっている資料につきまして従来の電話やハガキに加え、

電子メールでのお知らせを開始しました。

貸出期限内のご返却にご協力をお願いいたします。！



データ（2009.4～2010.3）

年間総貸出冊数

 2,231,396冊

 市民１人あたり13.7冊（全国平均5.9冊）※

蔵書冊数（平成21年度末日現在）

 1,145,595冊（全国平均499,354冊）※

 市民１人あたり7.0冊（全国平均2.9冊）※

本の案内・レファレンス

 資料案内：121,069件

 調査回答：1,162件

 利用案内：10,152件

リクエスト：504,674件

 所蔵資料：498,058件

 新規購入：1,417件

 相互貸借：5,199件

 （読書会援助、ハンディキャップを含まず）

雑誌

 貸出冊数：125,156冊

 所蔵タイトル数：782

視聴覚資料

 貸出点数：151,235点

 CD：115,254点

 カセットテープ：369点

 ビデオ：6,075点

 ＤＶＤ：29,479点

 レコード：58点

子どもへのサービス（館内）

 わらべうたの会：24回、430人

 おはなし会：21回、115人

 えほんのじかん（よみきかせ）：595回、6,870人

子どもへのサービス（類縁機関）

 よみきかせ：409回、9,709人

 ストーリーテリング：376回、12,003人

 ブックトーク：90回、2,934人

 講師派遣：11回、283人

 利用案内：3回、18人

 その他：42回、587人

ハンディキャップサービス

 宅配619回、4,870点

 対面朗読：86回、159冊

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：11回

 団体貸出数：10冊

 建て替え工事中のため、平成21年7月より

 サービスを休止しています。

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：96回

 団体貸出数：647冊

 リクエスト件数：20件

団体貸出

 利用団体数：136、貸出冊数：10,601冊

 貸出総数：78,063冊

読書会への貸出

 延べ20団体、170冊

新規利用登録

 7,164人

※　全国値は人口15～20万人の都市を対象（『日本の図書館2009』より）

浦安市人口（H21年度当初）：

　162,944人（男：81676,人　女：81,268人）、72,368世帯
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浦安市立図書館報　第70号
発行日　平成22年7月1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/

職員数： 36名（うち司書有資格者36名）※H21年度当初

図書館費（平成21年度当初の予算額による）

 資料費：156,242（千円)

 人件費：343,225（千円）

 諸経費：248,203（千円）

中央図書館

 猫実1-2-1　047(352)4646

 5,296㎡　蔵書数：851,821冊

 利用者数：292,448人　貸出冊数：982,275冊

堀江分館

 富士見2-2-1　047(351)3097

 239.96㎡　蔵書数：46,221冊

 利用者数：31,678人　貸出冊数：114,677冊

中央公民館図書室

 猫実4-18-1  047(351)2659

 237.95㎡　蔵書数：50,195冊

 利用者数：43,473人　貸出冊数：135,495冊

富岡分館

 富岡3-1-7  047(352)7180

 226.20㎡　蔵書数：46,252冊

 利用者数：57,095人　貸出冊数：177,593冊

美浜公民館図書室

 美浜5-13-1  047(354)0009

 317.37㎡　蔵書数：50,650冊

 利用者数：40,476人　貸出冊数：133,587冊

当代島公民館図書室

 当代島2-14-1  047(382)1707

 197.10㎡　蔵書数：39,196冊

 利用者数：37,749 人　貸出冊数：117,139冊

日の出公民館図書室

 日の出4-1-1  047(390)0606

 230.02㎡　蔵書数：61,260冊

 利用者数：133,506人　貸出冊数：409,316冊

　　

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29,688円

１世帯あたり66,846円

※※2,503 円（『出版年鑑2009』より）

編集後記

今号は、年に一度、サービス実績を市民の皆様へご
報告する統計特集です。今年は新しい分館やサービ
スコーナーが開館します。ぜひご利用ください。
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