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図書館報

8月、科学で遊ぼう
「ワタと遊ぼう」

3月、図書館ガイドツアー

6月、県民の日
えほんのじかんスペシャル

数字で見る１年
（平成26年度）
2014.4～2015.3

10月・11月、図書館カルチャー
「日本の魅力を探せ！クールジャパンを世界に」



総貸出冊数2,014,988冊
延べ675,566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

477,772件

●新規で購入したもの

989件

●浦安以外の図書館から

借り受けたもの
4,413件

483,174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。 110,621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。 2,177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。 10,135件

本の案内
レファレンス

 　

ＮＥＷＳ!

　　

　利用状況を確認したり、資料の予約をするためのパスワードをまだ持っていない方は、図書館の

ホームページから発行できるようになりました。 画面の指示に従い、生年月日・電話番号を入力す

ると、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。 

　すでに発行済みの方、登録情報が一致しない場合には発行できません。その場合には、中央図

書館か分館のカウンターで、図書館利用券とご本人確認書類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。 

パスワードの新規発行について



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。

   　640回　5,939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。

   　39回　280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　428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　647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       　　　　　　　    1,123回　  　27,458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  108団体
   年度貸出冊数　　　  10,405冊

◆

439回

389回

85回

39回

16回

155回

9,264人

11,325人

2,789人

484人

418人

3,178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



◆ 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、本や音訳資料などをお届けします。
　 宅配の回数　392回　　貸出タイトル数　1,631タイトル

●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　64回　　読んだ資料のタイトル数　96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*）

2タイトル
158タイトル
888タイトル

7点
1,054点

889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。

26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。

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。

（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。）

順天堂大学医学部附属浦安病院

　　巡回回数　　　　　　   37回

　　26年度貸出冊数　　　61冊

　　団体貸出総数    　1,908冊

　　リクエスト                31件

東京ベイ・浦安市川医療センター

    巡回回数　　　　　　   12回

    26年度貸出冊数        1冊

    団体貸出総数        418冊

 



図書館講演会[2015/1/25]

「ユネスコがめざすメディア情報リテラシー」

講師：坂本旬氏(42名)

図書館カルチャー（基本図書講座）

[2014/10/18、11/1・8]

「日本の魅力を探せ！クール・ジャパンを

世界へ」

講師：堤和彦氏（145名）

図書館利用講座「図書館の蔵書検索」

[2014/4/4、5/2、6/6、7/4、8/1、9/5、10/3

11/7、12/5、2015/2/6、3/6]（43名）

創業支援セミナー[2014/8/23・30、9/6・13]

「経営の基礎」「事業計画立案の基礎」「会

社設立の概要」ほか(69名)

※商工観光課、浦安商工会議所との共催

子どもの本の講座［2014/7/19］

「科学の道しるべ」

講師池内了氏（63名）

夏休みおはなし会

［2014/7/23・30、8/6・13・20・27］（47名）

夏休みえほんのじかん

［2014/8/12～30（火～土）］（147名）

図書館クラブ

[2014/7/25、8/22、2015/3/26・27]

「あなたも図書館員」(42名)

科学で遊ぼう［2014/8/7］

「ワタと遊ぼう」

講師：塩野廣次氏（70名）

図書館クラブ

[2014/10/25、12/20、2015/2/21]

「Book Café」(17名)

親子で楽しむ絵本講座

［2014/11/5・6・12・13・19・20］

講師：図書館職員（司書）

2歳コース全3回（58名）

3・4歳コース全3回（76名）

絵本のよみきかせ講座[2014/6/4・11]

講師：図書館職員（司書）（63名）

県民の日　えほんのじかんスペシャル

[2014/6/15]（140名）

としょかんの冬のおたのしみ会

［2014/12/26］（171名）

新春えほんのじかん

[2015/1/4・6・7]（24人）

冬のおはなし会［2014/2/7・21］（37名）

お父さんもいっしょに絵本講座

「2015/2/8・22]

講師：図書館職員（司書）（31名）

図書館ガイドツアー[2015/3/12]（9名）

春休みえほんのじかん[2015/3/26・27]

（40名）

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）（428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）（647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640回、延参加者数5,939人）

おはなし会[毎月第1・3土曜日]

（延開催回数21回、延参加者数82人）

としょかんのちいさなおはなし会

[2014/2/19・26]（114人）

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[2014/5/11](16名)

美浜分館[2014/9/27](13名)

猫実分館[2014/10/4](26名)

日の出分館[2014/10/5](17名)

高洲分館[2014/10/11](21名)

富岡分館[2014/10/19](22名)

視覚障がい者向け情報製作協力者養成講

習会［2014/5/20・27、10/23］

講師：古屋裕子氏（70名）

非核平和都市宣言記念事業[8月]

映画「禁じられた遊び」、「はだしのゲン」

展示「非核平和を考える」

名作映画鑑賞会[毎月第2土・日曜日]

 2014/4/12 「巴里の空の下セーヌは
　　　　　　　  流れる」
         4/13 「股旅」
         5/10 「男はつらいよ・望郷編」
         5/11 「俺たちに明日はない」
         6/14 「駅馬車」
         6/15 「雪国」
　　　　7/12 「どん底」
　　　　7/13 「アラバマ物語」
         8/9  「禁じられた遊び」
　　　　8/10 「はだしのゲン」
　　　　9/13 「E．T．」
　　　　9/14 「それでも生きる子供たちへ」            
        10/11 「おくりびと」
        10/12 「市民ケーン」
        11/9  「ミッドナイトエクスプレス」
        12/13 「冬のライオン」
        12/14 「素晴らしき哉、人生」
 2015/1/10 「燃えよドラゴン」
         1/11 「ゴダールのマリア」
         2/14 「地下鉄に乗って」
         2/15 「自転車泥棒」
　　　　3/14 「アフリカの女王」
　　　　3/15 「ショーシャンクの空に」

（延開催回数23回／延参加者数997人）

子ども映画会[毎月第2・4土曜日]

（延開催回数24回／延参加者数1,214人）

◆集会行事

図書館カルチャー

としょかんの冬の
おたのしみ会

子どもの本の講座

科学で遊ぼう



平成 27 年度の図書館サービスのお知らせ

東日本大震災 「浦安震災アーカイブ」 の公開開始について

図書館の月曜日開館と開館時間の延長のお知らせ

　浦安市では、 東日本大震災に関連した行政文書 ・ 写真 ・

動画のほか、 市民の皆様から集めた体験談などを収録した

デジタルアーカイブサイト 「浦安震災アーカイブ」 を７月１日

より公開しました。

　「浦安震災アーカイブ」 は、 東日本大震災を次の世代へ伝

え、 今後の防災 ・ 減災対策に役立てるものです。 下記のア

ドレスからご覧いただけるほか、 浦安市立図書館のホーム

ページからもリンクがあります。

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

　平成 27 年 7 月より中央図書館と各分館は月曜日の開館を開始いたしました。 また、 各分館では平日の開

館時間を 18 時まで延長いたしました。

中央図書館　　火～金：１０：００～２０：００、月・土・日・祝日：１０：００～１８：００

分　　　　 館　　月～金：１０：００～１８：００、土・日：１０：００～１７：００

　中央図書館は第4または第5月曜日（定期清掃日）、分館は公民館の休館日には休館いたします。また、月曜日および分館の

17時以降は、貸出・返却のみのサービスとなります。資料の検索、リクエスト、調べもの、分館のコピーサービスにつきましては、

火曜日以降の10時から17時までの間にお願いいたします。

■学術データ ・ 学術論文 ■体験談

　100 名近い市民の方にインタビューを行い、 震

災当時の体験、 その後の心境を語っていただき

ました。 データだけではわからない、 ありのまま

の 「あの日」 がよみがえります。

■行政文書

　市役所の各部門が、 復旧 ・ 復興に取り組んだ

記録です。

「浦安震災アーカイブ」 でご覧いただける資料

　市が震災当時撮影した被害写真 ・ 動画のほか、

市民から寄せられた写真もあります。

■写真 ・ 動画

　当時の震度波形、 地図、 航空写真などのほか、

市内各地で震災前後に掘削したボーリング柱状図

なども網羅しています。 液状化に関連して、 さま

ざまな学会等で発表された論文等も検索 ・ 閲覧が

可能です。 （一部は所在データのみ）



堀江分館のリニューアル開館及び富岡分館の休館のお知らせ

ナクソス・ミュージック・ライブラリーのご利用について

累計貸出冊数5,000万冊を達成

　平成 27 年 6 月 28 日 ( 日 )、 浦安市立図書館では、 昭和 58 年 3

月の中央図書館開館以来の累計貸出冊数が 5,000 万冊に達しました。

　これを記念し、日頃よりご利用いただいている市民の皆様に感謝の意

を込めて、ちょうど5,000万冊目の資料をお借りになった、堀江にお住ま

いの小泉さんをお招きして、7月12日（日）にセレモニーを行いました。

　セレモニーには松崎市長、細田教育長も出席しました。ご列席いただ

きました市民の皆さまも、ありがとうございました。

　今後とも、図書館のご利用をよろしくお願いいたします。 

* 市内在住・在学・在勤で、図書館の利用券をお持ちの方にパスワードを発行しております。

  パスワードをご希望の方は、中央図書館・分館の各カウンターにお越しください。

　堀江公民館の大規模改修工事に伴い、 平成 26 年 10 月 1 日 （水）

から休館をしていました堀江分館が、4 月 16 日（木）にリニューアルオー

プンしました。 図書館は 2 階から 1 階に移り、 児童書のコーナーは以

前より広くなりました。 ぜひご来館ください。

　11 月 1 日 （日） からは、 富岡公民館の大規模改修工事のため、 富

岡分館が休館いたします。 休館期間は、 平成 27 年 11 月 1 日 （日）

から平成 28 年 6 月 16 日 （木） までとなります。 休館中は、 予約資

料の受け取りや、 ブックポストの使用もできなくなります。 皆様には大

変ご不便をおかけしますが、 ご理解、 ご協力をお願いいたします。

　 浦安市在住 ・ 在勤 ・ 在学で図書館利用券をお持ちの方は、 ナクソス ・ ジャパン社の提供するナクソス ・ ミュー

ジック・ライブラリーをご利用いただけるようになりました。 ナクソス・ミュージック・ライブラリー （NML） は、 クラシッ

ク音楽を中心に 100 万曲以上の音源が収録された、インターネット音楽ライブラリーです。 これらの音源をインター

ネットに接続したパソコンでお聴きいただけます。 図書館で専用のパスワードの発行を受けて、 ご利用ください。

　詳細は NML のホームページ （http://ml.naxos.jp/） をご覧ください。



データ（2014.4～2015.3）

年間総貸出冊数

 2,014,988冊

 市民１人あたり12.37冊（全国平均5.99冊）※

蔵書冊数（平成26年度末日現在）

 1,174,270冊（全国平均572,000冊）※

 市民１人あたり7.21冊（全国平均3.31冊）※

本の案内・レファレンス：122,933件

 資料案内：      110,621件
 調査回答：         2,177件
 利用案内：        10,135件
リクエスト：                  484,338件

 所蔵資料：      477,888件

 新規購入             989件

 相互貸借：         5,461件

 （読書会援助、ハンディキャップを含む）

雑誌

 貸出冊数：　　　　  95,066冊

 所蔵タイトル数：552タイトル

視聴覚資料

 貸出点数：117,270点

 CD： 85,815点

 カセット： 123点

 ビデオ： 846点

 ＤＶＤ： 30,447点

 レコード： 39点

子どもへのサービス（館内）

 わらべうたの会： 24回 428人

 おはなし会： 21回 82人

 えほんのじかん（よみきかせ）： 640回 5,939人

子どもへのサービス（類縁機関）

 よみきかせ： 439回 9,264人

 ストーリーテリング： 389回 11,325人

 ブックトーク： 85回 2,789人

 利用案内： 39回 484人

 講師派遣： 16回 418人

 その他： 155回 3,178人

ハンディキャップサービス

 宅配：　     392回  1,631タイトル

 対面朗読：　64回      96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：　　　 37回

 団体貸出総数：    1,908冊

 リクエスト件数：        31件

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

団体貸出

 延貸出利用団体数：108団体

　　　　　 貸出冊数：10,405冊、貸出総数：52,982冊

読書会への貸出

 延貸出利用団体数：22団体、貸出冊数116冊

新規利用登録

 4,850人

※　全国値は人口15～20万人の都市を対象（『日本の図書館2014』より）

浦安市人口（H26年度当初）：

　162,952人（男：80,787人　女：82,165人）、74,042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 22,957円
１世帯あたり 50,523円　　　※※2,178円（『出版年鑑2014』より）

職員数： 34名（うち司書有資格者33名）※H26年度当初

浦安市立図書館報　第81号
発行日　平成27年11月30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/

図書館費（平成26年度当初の予算額による）

 資料費：101,308（千円)

 人件費：312,862（千円）

 諸経費：233,640（千円）

　　　　合　 計：647,810（千円）

中央図書館

 猫実1-2-1　047(352)4646

 5,296㎡　蔵書数：828,061冊

 利用者数：236,665人 貸出冊数：819,352冊

堀江分館

 富士見2-2-1　047(351)3097

 240㎡　蔵書数：41,137冊

 利用者数：14,168人　貸出冊数：46,464冊

猫実分館

 猫実4-18-1  047(351)2659

 238㎡　蔵書数：49,837冊

 利用者数：35,775人　貸出冊数：102,223冊

富岡分館

 富岡3-1-7  047(352)7180

 226㎡　蔵書数：46,120冊

 利用者数：55,533人　貸出冊数：156,441冊

美浜分館

 美浜5-13-1  047(354)0009

 317㎡　蔵書数：49,128冊

 利用者数：37,323人　貸出冊数：113,513冊

当代島分館

 当代島2-14-1  047(382)1707

 197㎡　蔵書数：35,319冊

 利用者数：28,493人　貸出冊数：85,131冊

日の出分館

 日の出4-1-1  047(390)0606

 230㎡　蔵書数：55,005冊

 利用者数：91,598人　貸出冊数：272,869冊

高洲分館

 高洲5-3-2　047(304)0314

 407㎡　蔵書数：69,663冊

 利用者数：62,826人　貸出冊数：199,807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：93,450人　貸出冊数：180,019冊
舞浜駅前行政サービスセンター
　　　　利用者数：9,515人　  貸出冊数：18,669冊
浦安駅前行政サービスセンター
　　　　利用者数：10,220人　　貸出冊数：20,500冊

編集後記

　今号では、平成26年度の図書館利用統計と平成27年度の
サービスの拡充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。


