


◆ 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 501,299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。 103,300件

●調査回答 調べものや研究の相談に応じます。 1,861件

●利用案内 開館時間や図書館の利用方法を案内します。 16,870件

本の案内
レファレンス

●市民１人あたり

●新規購入 

496,113件

5,641件

　895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。

●アーカイブ閲覧者数

●アーカイブページビュー数

9,579人

68,312件

●延べ利用者数

1,992,908冊

675,765人

 12.1冊
 （全国平均6.12冊）
       全国値は人口15～20万人の都市の平均（『日本の図書館2016』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    　1,438冊　　　　リクエスト      153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　67件　　読んだ資料のタイトル数　93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        409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）　　 158タイトル　　1,079点
●録音図書（デイジー※1）118タイトル  　　118点
●点字図書　　　　　　　 262タイトル　　1,081点
●拡大写本※2　　　　　 　69タイトル 　　 498点
●大活字本　　　　　　 2,026タイトル　  2,395点
●布の絵本　　　　　　 　 56タイトル　　　299点
●病院サービス用資料　　 　　　　　　　 3,089点

◆

●宅配の件数　303件　　貸出点数　1,651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



※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

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　5,693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。

    47回　624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　418人

●おはなし会（ストーリーテリング）※
　　[中央図書館：毎月第1・3土]　　
　　昔話や創作のお話を子どもたちの前で語ります。

   　22回　95人

●分館えほんのじかんスペシャル
   （公民館文化祭等）　8回　179人
   

●おひざのうえでえほんのじかん
    ［8/9・10・11・12・13］　59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]　15回　278人

●絵本のよみきかせ入門講座　　　　
    [6/2・9]

    講師：職員（司書） 70人

●夏休みおはなし会
　　［7/27、8/3・24］　4回　33人

●子ども映画会
    [毎月第2・4土曜日]　25回　732人

●科学で遊ぼう ［8/4］
    「おちる！ころがる！落下の実験」
    　　　大道仮説実験＜ころりん＞

    講師：田部井哲広氏　2回　74人

●図書館クラブ
    [7/28、8/5・25、3/29・30]　41人

●夏休み子ども防災教室ｉｎ図書館
    ［8/26］　92人



●としょかんの冬のおたのしみ会　　　　　　　　　　　　

    ［12/27］　2回　193人

●お父さんもいっしょに絵本講座
    〔2/5・12]

    講師：職員（司書）　54人

●冬のおはなし会
　　［2/4・18］　11人

●としょかんのちいさなおたのしみ会
　　[2/9・23]  7回　105人

●親子で楽しむ絵本講座
    ［11/2・9・10・16・17・24］
　　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　77人
   3・4歳コース 全3回　58人

●子どもの本の講座 ［9/25］
   　「ピーターラビットの世界
           ビアトリクス・ポター生誕150年」　

   　講師：河野芳英氏　80人

●新春えほんのじかん 
    [1/4・5・6]　51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 ※

391回

438回

56回

31回

11回

292回

7,908人

12,365人

1,778人

300人

250人

4,605人

    　計     　　　　　　　1,219回







蔵書冊数

図書 1,176,123冊（全国平均599,652冊）※

 市民１人あたり7.02冊

          （全国平均3.44冊）※

   　 ※ 全国平均は人口15～20万人の都市の平均

        　（『日本の図書館2016』より）

　      

雑誌   所蔵タイトル数：537タイトル

 貸出冊数： 86,214冊
 

視聴覚資料

          所蔵点数

          DVD： 2,673点

          ビデオ： 3,277点 

          CD： 17,425点

          カセット： 1,182点

          レコード： 2,164点

 貸出点数

          DVD： 27,788点

          ビデオ： 344点 

          CD： 79,768点

          カセット： 37点

          レコード： 343点

図書館費（平成28年度当初予算）

 資料費：104,533（千円)

 人件費：284,547（千円）

 諸経費：258,360（千円）

 合　 計：647,440（千円）

職員数： 33名（うち司書32名）

還元率※
　　　　 市民１人あたり 26,670円
　　　　 １世帯あたり           57,060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）
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中央図書館

 5,296㎡　蔵書数：809,092冊

 利用者数：228,541人 

 貸出冊数：790,006冊

堀江分館

 253㎡　蔵書数：45,719冊

 利用者数：31,971人

 貸出冊数：105,221冊

猫実分館

 238㎡　蔵書数：50,208冊

 利用者数：35,235人

 貸出冊数：102,297冊

富岡分館

 226㎡　蔵書数：47,667冊

 利用者数：42,088人

 貸出冊数：120,620冊

美浜分館

 317㎡　蔵書数：53,008冊

 利用者数：37,685人

 貸出冊数：109,654冊

当代島分館
 197㎡　蔵書数：39,452冊
 利用者数：28,538人
 貸出冊数：81,508冊

日の出分館

 230㎡　蔵書数：57,809冊

 利用者数：86,659人

 貸出冊数：251,558冊

高洲分館

 407㎡　蔵書数：73,168冊

 利用者数：60,313人

 貸出冊数：189,319冊

新浦安駅前プラザ図書サービスコーナー

 利用者数：99,045人

 貸出冊数：191,377冊

舞浜駅前行政サービスセンター

 利用者数：12,115人

 貸出冊数：23,423冊

浦安駅前行政サービスセンター

 利用者数：13,575人

 貸出冊数：27,925冊

　

編集後記

　今号では、平成28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29年3月末現在）


