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2010年8月、「科学で遊ぼう」
数字で見る１年
（平成22～23年度）
2010.4～2012.3

2012年3月、
図書館のおたのしみ会

1月、
児童書の福袋貸出

2011年8月、
夏休み図書館クラブ

◆貸出
H.22

総貸出冊数2,347,766冊
延べ750,708人の方へ貸出しました。
おかげさまで
200万冊
突破！
H.23

総貸出冊数2,128,549冊
延べ659,691人の方へ貸出しました。

◆リクエスト
H.22

512,277件
※読書会援助・ハンディキャップ用資料含まず

ご希望の資料をご希望の図書館に
ご用意します。
H.23

450,955件
※読書会援助・ハンディキャップ用資料含まず

506,673件

●所蔵資料で対応できたもの●

445,851件

1,489件

●新規で購入したもの●

1,177件

4,115件

●市外の図書館から借受けたもの●

3,927件

東日本大震災の影響により、平成22年度のサービス実績は、従来と同様な形態の図書館報としては
発行することができませんでした。
このため、今号では主要な統計数値については、平成22年度実績と23年度実績を併記することしまし
た。なお、それ以外のサービス実績詳細につきましては、『浦安市立図書館概要』平成23年度版及び24
年度版をご覧ください。

◆

本の案内
レファレンス

東日本大震災や液状化について
たくさんの問い合わせをお受けしました

●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。

117,831件

H.22

●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。

1,173件

H.22

●利用案内
H.22

110,487件

H.23

H.23

1,203件

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。

10,209件

H.23

9,018件

ＮＥＷＳ!
Ｅ-レファレンスを開始しました！
平成24年4月17日より、図書館のWeb-OPACから
レファレンスの申し込み*ができるようになりました。
「浦安三社祭の歴史を知りたい」、「ねずみの駆除方法」、
「都道府県別看護師数でランキング形式のものはあるか」など
蔵書検索だけではなかなか見つからないような事項について
参考となる資料を紹介します。
Web-OPACの利用状況確認画面にログインしてから、
「レファレンス受付フォーム」よりお申し込みください。
浦安市立図書館ＨＰ

http://library.city.urayasu.chiba.jp
＊利用にはパスワードの発行が必要です

◆

子どもと親への
サービス

図書館内で
●えほんのじかん

えほんのじかんスペシャル含む

子どもたちに
年齢に合った絵本を読みます。

560回 6,409人 / H.23537回 5,480人

H.22

●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。

●ブックスタート絵本講座

夏休みおはなし会、冬のおはなし会、
分館のちいさなおはなし会等を含む

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。

44回 534人 / H.2342回 390人

H.22

●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。

47回 764人 / H.2344回 664人

H.22

24回 467人 / H.2322回 394人

H.22

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。

H.23

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

331回
295回
80回
14回
29回
69回

7,451人
9,104人
2,553人
587人
263人
1,979人

計

818回

21,937人

その他は幼児サークルよみきかせ等

●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
年度貸出冊数

133
/ H.23124
H.2212,691冊 / H.2311,490冊
H.22

◆

ハンディキャップ
サービス

ＮＥＷＳ!
●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に

図書コーナーができました！

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
H.221,096冊 / H.23538冊
リクエスト
H.2268件
/ H.2342件

平成24年3月より病院内小児科プレイルーム、
4月より１階会計課前の図書コーナーに
団体貸出を始めました。
ぜひご利用ください。
＊病院内でご利用ください

●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。
/ H.23 521回
宅配の回数 H.22 490回
貸出点数
H.22 3,740点 / H.23 2,724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 H.22 89回
/ H.23 72回
読んだ資料の数 H.22 161タイトル / H.23 149タイトル

●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。
23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*）
＊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。

6タイトル
238タイトル
558タイトル

24点
1,552点
558点

◆集会行事
●H.22
図書館講演会[2010/11/28]
「読書がもたらすもの」
講師：辻由美氏(52名)
図書館カルチャー[2010/11/13・27、12/18・
25]
「本に恋して」
講師：松田哲夫氏(233名)

こどもまつりin中央公民館

秋の青空おはなし会
当代島分館[2010/10/14](31名)

文章講座［2011/2/26、3/5］
講師：松島義一氏（85名）

録音図書製作協力者養成講習会
［2010/6/3・17］
講師：齊藤禮子氏（38名）

図書館利用講座「図書館の蔵書検索」
［2010/7/2、9/3、11/5、2011/1/7、3/4］（20
名）

非核平和都市宣言記念事業[8月]
映画「原爆の子」「TOMORROW 明日」
展示「浦安市非核平和都市宣言25周年」

創業支援セミナー[2010/7/3・10・17・24、
2011/1/15・22・29、2/5]
「経営の基礎」「事業計画立案の基礎」「会
社設立の概要」ほか(172名)
※商工観光課、浦安市商工会議所との共催

高洲分館オープニングイベント[2010/7/3・
4](62名)
名作映画鑑賞会[毎月第2土・日曜日]

子ども消費者教室[2010/8/24]
講師：柿野成美氏(25人)
科学で遊ぼう［2010/8/6］
「空気と水のじっけん」
講師：塩野廣次氏（53名）

夏休み図書館クラブ

夏休みおはなし会
［2010/7/21・28、8/4・11・18・25］（175名）
親子で楽しむ絵本講座
［2010/11/2・9・11・16・18・25］
講師：図書館職員（司書）
1・2歳コース全3回（70名）
3・4歳コース全3回（66名）
絵本のよみきかせ講座[2010/5/19・21]
講師：図書館職員（司書）（61名）
子どもの本の講座［2010/11/7］
「子どもの本と私」
講師：高楼方子氏（65名）
冬のおはなし会［2011/2/19・26］（35名）

分館えほんのじかんスペシャル
（公民館文化祭等）
当代島分館[2010/5/22](26名)
美浜分館[2010/9/25](25名)
猫実分館[2010/10/10](12名)
富岡分館[2010/10/10](21名)
堀江分館[2010/10/31](33名)
高洲分館[2010/12/11](25名)

図書館のおたのしみ会

図書館のおたのしみ会
中央図書館［2010/12/24］（177名）
赤ちゃんと楽しむわらべうたの会
[毎月第２金曜日]（467名）
ブックスタート絵本講座
［毎月第２金曜日］（764名）

特集/あの頃の未来は…
2010/4/10「2001年宇宙の旅」
4/11「2010年」
特集/雨の日は映画を
5/8「雨のしのび逢い」
5/9「雨上がる」
特集/世界がサッカーで１つになる
6/12「炎のストライカー」
6/13「オフサイドガールズ」
特集/自然界に生きる仲間たち
7/10「小熊物語」
7/11「南極物語」
特集/戦争の傷跡
8/14「原爆の子」
8/15「TOMORROW 明日」
特集/幕末を生きた男たち
9/11「幕末太陽伝」
9/12「竜馬暗殺」
特集/黒澤明生誕100年
10/9「醜聞」
10/10「まあだだよ」
特集/子どもたちが教えてくれること
11/14「運動靴と赤い金魚」
特集/すべてを疑え！
12/11「スティング」
12/12「ユージュアルサスペクツ」
特集/青春の輝き・２人の銀幕のスターたち
2011/1/8「嵐を呼ぶ男」
1/9「エデンの東」
特集/老いを見つめて
2/12「人間の約束」
2/13「祈り梅」
（延開催回数21回／延参加者数898人）

●H.23
図書館利用講座「図書館の蔵書検索」
［2011/7/1、9/2、11/4、2012/1/6、3/2］（16
名）

えほんのじかん[火～金曜日]
（延開催回数554回、延参加者数6,267人）
おはなし会[毎月第３・４土曜日]
（延開催回数20回、延参加者数121人）

創業支援セミナー[2012/1/14・21・28、2/18]
「経営の基礎」「事業計画立案の基礎」「会社
設立の概要」ほか(61名)
※商工観光課、浦安市商工会議所との共催

としょかんのちいさなおはなし会[2011/2/17
・24]（172人）

科学で遊ぼう

◆集会行事
夏休みおはなし会
［2011/7/27、8/3・10・17・24・31］（152名）

おはなし会[毎月第３・４土曜日]
（延開催回数20回、延参加者数117人）

夏休み図書館クラブ[2011/8/4・11・18・25](37名)

としょかんのちいさなおはなし会[2012/2/9・16]
（172人）

親子で楽しむ絵本講座
［2011/11/2・9・10・16・17・24］
講師：図書館職員（司書）
2歳コース全3回（77名）
3・4歳コース全3回（113名）
絵本のよみきかせ講座[2011/6/2・24]
講師：図書館職員（司書）（73名）
冬のおはなし会［2012/2/19・26］（21名）

分館えほんのじかんスペシャル（公民館文化祭等）
猫実分館[2011/8/30](22名)
美浜分館[2011/9/24](22名)
猫実分館[2011/10/2](34名)
富岡分館[2011/10/9](22名)
高洲分館[2011/10/22](43名)
堀江分館[2011/10/30](25名)
録音図書製作協力者研修会［2012/1/20、
2/22、3/22］（27名）

図書館クラブ[2012/1/18、2/1](25名)
図書館のおたのしみ会
中央図書館［2012/3/28］（106名）
赤ちゃんと楽しむわらべうたの会
[毎月第２金曜日]（394名）
ブックスタート絵本講座
［毎月第２金曜日］（664名）
えほんのじかん[火～金曜日]
（延開催回数531回、延参加者数5,312人）

非核平和都市宣言記念事業[8月]
映画「誓いの休暇」「あゝひめゆりの塔」
展示「ヒロシマ・ナガサキー核のない、平和な世
界を求めてー」
名作映画鑑賞会[毎月第2土・日曜日]
特集/母たちに捧げる
2011/5/14「オール・アバウト・マイ・マザー」
5/15「ステラ」
特集/ここから逃げ出せ！
6/11「オー・ブラザー！」
6/12「ショーシャンクの空に」

特集/見えない訪問者たち
7/9「フィールド・オブ・ドリームス」
7/10「異人たちとの夏」
特集/戦争の犠牲になった青春
8/13「誓いの休暇」
8/14「あゝひめゆりの塔」
特集/ただいま生放送中！
9/10「ラヂオの時間」
9/11「ブロードキャスト・ニュース」
特集/美しき日本の女優たち
10/8「二十四の瞳」
10/9「縮図」
特集/ＰＡＲＩＳ 旅する気分で
11/12「地下鉄のザジ」
11/13「パリところどころ」
特集/小さな冬の奇跡・クリスマス特集
12/10「クリスマス・キャロル」
12/11「３４丁目の奇跡」
特集/西部劇を愛した監督たち
～ペキンパーとイーストウッド～
2012/1/14「昼下がりの決斗」
1/15「許されざる者」
特集/ヒッチコック特集～スリル＆サスペンス～
2/11「めまい」
2/12「北北西に進路をとれ」
特集/ひたむきに生きること
3/10「泥の河」
3/11「にあんちゃん」
（延開催回数22回／延参加者数714人）

東日本大震災と浦安市立図書館

平成23年3月11日の東日本大震災により、図書館でも被害が発生しました。幸いなことに利用者、職員と
も人的は被害はありませんでしたが、閉架書庫では書架から約８万冊の本が落下し、床に散乱しました。
また、落ちて割れた蛍光灯が本の間に挟まってしまったため、ガラスの破片を払いながら復旧作業を行い
ました。翌12日から市内公共施設は臨時休館し、市職員は道路復旧や給水所などの対応が続きました。
休館は4月24日まで（分館は30日まで）続きましたが、25日には市内の他施設に先駆けて開館することが
できました。再開後は来館された方から感謝の言葉をいただくこともありました。まだまだ市内の復旧・復
興工事は続いています。昭和58年の中央図書館開館以来、もっとも厳しい状況の中での図書館運営とな
りますが、全職員の力を結集し、可能な限りのサービスを行っていきたいと考えています。

データ（2011.4～2012.3）

職員数： 34名（うち司書有資格者34名）※H23年度当初

年間総貸出冊数
2,128,549冊
市民１人あたり12.9冊（全国平均6.1冊）※
蔵書冊数（平成23年度末日現在）
1,153,750冊（全国平均514,060冊）※
市民１人あたり7.0冊（全国平均3.0冊）※
本の案内・レファレンス
資料案内： 110,487件
調査回答： 1,203件
利用案内： 9,018件
リクエスト：450,955件
所蔵資料： 445,851件
新規購入： 1,177件
相互貸借： 3,927件

図書館費（平成23年度当初予算額による）
資料費：124,794（千円)
人件費：326,039（千円）
諸経費：258,367（千円）

（読書会援助、ハンディキャップを含まず）

雑誌
貸出冊数：100,172冊
所蔵タイトル数：540
視聴覚資料
貸出点数：137,677点
CD：
103,182点
カセット：
271点
ビデオ： 2,408点
ＤＶＤ： 31,678点
レコード： 138点
子どもへのサービス（館内）
わらべうたの会：
22回 394人
おはなし会：
42回 390人
えほんのじかん（よみきかせ）： 537回 5,480人
子どもへのサービス（類縁機関）
よみきかせ：
331回 7,451人
ストーリーテリング： 295回 9,104人
ブックトーク：
80回 2,553人
利用案内：
29回
263人
講師派遣：
14回
587人
その他：
69回 1,979人
ハンディキャップサービス
宅配：
521回 2,724点
対面朗読： 72回 149冊
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：
91回
団体貸出数：
1,745冊
リクエスト件数：
42件
病院サービス（東京ベイ・浦安市川医療センター）
団体貸出数：163冊
団体貸出
利用団体数：124、貸出冊数：11,490冊
貸出総数：52,757冊
利用者数
新規登録
5,764人
延貸出利用者数 659,691人

中央図書館
猫実1-2-1 047(352)4646
5,296㎡ 蔵書数：804,679冊
利用者数：237,274人 貸出冊数：874,656冊
堀江分館
富士見2-2-1 047(351)3097
240㎡ 蔵書数：42,672冊
利用者数：28,503人 貸出冊数：98,886冊
猫実分館（旧・中央公民館図書室）
猫実4-18-1 047(351)2659
238㎡ 蔵書数：48,967冊
利用者数：39,220人 貸出冊数：117,925冊
富岡分館
富岡3-1-7 047(352)7180
226㎡ 蔵書数：45,684冊
利用者数：49,124人 貸出冊数：145,341冊
美浜分館
美浜5-13-1 047(354)0009
317㎡ 蔵書数：52,214冊
利用者数：36,553人 貸出冊数：120,222冊
当代島分館
当代島2-14-1 047(382)1707
197㎡ 蔵書数：37,572冊
利用者数：32,570 人 貸出冊数：99,655冊
日の出分館
日の出4-1-1 047(390)0606
230㎡ 蔵書数：56,631冊
利用者数：91,367人 貸出冊数：282,402冊
高洲分館
高洲5-3-2 047(304)0314
407㎡ 蔵書数：65,331冊
利用者数：68,297人 貸出冊数：240,407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：76,783人 貸出冊数：149,055冊

編集後記
平成22～23年度の図書館利用に関する統計をお届けしま
す。東日本大震災による復旧作業のため、両年度とも３週間
程度の休館を余儀なくされました。24年度はそれを跳ね返す
ような、たくさんの利用をお待ちしています。

※ 全国値は人口15～20万人の都市を対象（『日本の図書館2011』より）

浦安市人口（H23年度当初）：
165,128人（男：82,282人 女：82,846人）、73,341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 25,585円
１世帯あたり
57,605円
※※2,318 円（『出版年鑑2011』より）

浦安市立図書館報 第73号
発行日 平成24年9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.chiba.jp/

