
『図書館雑誌』掲載の『日本の図書館』データについて

『図書館雑誌』
掲載号

1997.１月号 数字が語る日本の図書
館　その１ ボランティア調査についての報告 『日本の図書館1995』のﾃﾞｰﾀから

1997.２月号 数字が語る日本の図書
館　その２ 大学図書館の開館状況

1997.３月号 数字が語る日本の図書
館　その３ 統計から見た司書有資格館長 『日本の図書館1996』のﾃﾞｰﾀから

1997.４月号 数字が語る日本の図書
館　番 外 世界の図書館 『ユネスコ文化統計年鑑1995』から

1997.５月号 数字が語る日本の図書
館　その４ 障害者ｻｰﾋﾞｽの実施状況

1997.６月号 数字が語る日本の図書
館　その５ 大学図書館の新聞受入状況 『日本の図書館1996』の調査から

1997.７月号 数字が語る日本の図書
館　その６ 公立図書館の祝日・夜間開館について

1997.８月号 数字が語る日本の図書
館　その７ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの開設

1997.９月号 数字が語る日本の図書
館　その８ 図書館の複合（併設）施設の状況

1997.１０月号 数字が語る日本の図書
館　その９ 大学図書館における業務外注・委託

1997.１１月号 数字が語る日本の図書
館　その10 公共図書館の視聴覚ｻｰﾋﾞｽ

1997.１２月号 数字が語る日本の図書
館　その11

公共図書館の延床面積・書架棚総延長につい
て

199８．１月号 数字が語る日本の図書
館　その12 『日本の図書館1997』速報

1998.２月号 数字が語る日本の図書
館　その13

利用者との電子的手段によるコミュニケーション
の概況

『日本の図書館1997』ミニ付帯調査から①

1998.３月号 数字が語る日本の図書
館　その14 公立図書館の国際交流について 『日本の図書館1997』ミニ付帯調査から②

1998.４月号 数字が語る日本の図書
館　その15

市町村立図書館の設置状況と人口１人当たり貸
出冊数

1998.５月号 数字が語る日本の図書
館　その16

大学図書館学生１人当たりの各種ﾃﾞｰﾀの度数
分布

1998.６月号 数字が語る日本の図書
館　その17 市区町村立図書館の図書館資料費

1998.７月号 数字が語る日本の図書
館　その18 大学図書館の貸出限度資料数の状況

1998.７月号 お知らせ 『日本の図書館』図書館調査票について
1998.９月号 数字が語る日本の図書

館　その19 自治体人口段階別開架冊数比較

1998.９月号 お知らせ ご存じですか？『図書館年鑑』にも載っている
『日本の図書館』統計ﾃﾞｰﾀ

1998.１０月号 数字が語る日本の図書
館　その20 年間開館日数と閉館時刻

1998.１１月号 数字が語る日本の図書
館　その21

大学図書館蔵書の扱いについてのアンケート調
査結果

1998.１２月号 数字が語る日本の図書
館　その22 公立図書館の相互貸借

1999.１月号 数字が語る日本の図書
館　その23 『日本の図書館』1998年調査集計結果

1999.２月号 数字が語る日本の図書
館　その24

町村立図書館の人口段階別・都道府県別設置
状況

付：市区町村立図書館の都道府県別設置状況

1999.３月号 数字が語る日本の図書
館　その25

 「図書館利用に障害のある人々へのサービス
全国調査」中間報告

（ＪＬＡ障害者サービス委員会）

1999.４月号 数字が語る日本の図書
館　その26

10年を映す「多文化サービス実態調査１９９８」
… 取り組みの増加と変わらぬ課題…

（ＪＬＡ障害者サービス委員会）

1999.６月号 数字が語る日本の図書
館　その27 学校図書館の職員数 －文部省『学校基本調査報告書』から－

1999.７月号 数字が語る日本の図書
館　その28 留学生等への図書館ｻｰﾋﾞｽに関する調査 （ＪＬＡ障害者ｻｰﾋﾞｽ委員会）

1999.８月号 数字が語る日本の図書
館　その29 公立図書館の雑誌・新聞の受入と予算

1999.９月号 数字が語る日本の図書
館　その30 都道府県図書館の統計 －『日本の図書館』1999年調査票より－

1999.１０月号 数字が語る日本の図書
館　番 外 世界の図書館 －『ユネスコ文化統計年鑑1997』から－

1999.１１月号 数字が語る日本の図書
館　その31  『日本の図書館』1999年調査集計結果

1999.１２月号 数字が語る日本の図書
館　最終回 公立図書館の祝日開館について

－1999年公共図書館調査ミニ付帯調査結果報
告－

2000.６月号 『日本の図書館』調査の改訂について（報告）
2000.8月号 NEWS欄 速報　都道府県立図書館資料費予算額
2000.８月号 公共図書館の条例・規則調査の結果について
2000.１１月号 『日本の図書館』2000年調査集計結果

タイトル



『図書館雑誌』
掲載号

タイトル

2001.４月号 図書館運営への住民参加 2000年公共図書館調査ミニ付帯調査結果報告
2001.8月号 NEWS欄 速報　都道府県立図書館資料費予算額
2001.１０月号 都道府県図書館の統計 『日本の図書館』2001年調査票より
2001.１１月号 『日本の図書館』2001年調査集計結果

2002.３月号 自動貸出機等について 2001年図書館調査ミニ付帯調査結果報告
2002.8月号 NEWS欄 速報　都道府県立図書館資料費予算額
2002.8月号 「日本の図書館」調査改訂について
2002.１０月号 都道府県図書館の統計 『日本の図書館』2002年調査票より

2003.２月号 『日本の図書館』2002年調査集計結果
2003.２月号 多文化サービスについて 2002年図書館調査ミニ付帯調査結果報告
2003.５月号 『日本の図書館』2003年公共図書館調査票・大

学図書館調査票について
2003.９月号 都道府県図書館の統計 『日本の図書館』2003年調査票より

2004.1月号 海外の図書館に対する協力について 2003年大学図書館調査ミニ付帯調査結果報告
2004.２月号 図書館の駐車場について 2003年公共図書館調査ミニ付帯調査結果報告
2004.３月号 『日本の図書館』2003年調査集計結果
2004.４月号 数字で見る日本の図書

館　その１ 公共図書館の祝日開館・閉館時刻について

2004.5月号 数字で見る日本の図書
館　その２ 公立図書館の「貸出」と「来館者」について

2004.6月号 数字で見る日本の図書
館　その３ 『日本の図書館2003』の変更点について

2004.7月号 数字で見る日本の図書
館　その４

公立図書館の施設について－「延床面積」と
「併設・複合施設」－

2004.8月号 NEWS欄 速報　都道府県立図書館と政令指定都市の
2004年度資料費予算額

2004.8月号 数字で見る日本の図書
館　その５

都道府県立図書館の統計－『日本の図書館』
2004年調査票より－

2004.9月号 数字で見る日本の図書
館　その６ 『日本の図書館2004』集計（中間報告）

公立図書館の図書館設置自治体数、設置率に
ついて

2004.10月号 数字で見る日本の図書
館　その７

公立図書館集計（『日本の図書館』1996～2003
より）

2005.２月号 数字で見る日本の図書
館　その８ 『日本の図書館』2004年調査集計結果

2005.４月号 数字で見る日本の図書
館　その９ 障害者サービスについて  - 『日本の図書館2004』より

2005.５月号 数字で見る日本の図書
館　その１０ 大学図書館のコンピュータ利用（状況）について

2005.６月号 数字で見る日本の図書
館　その１１

公共図書館の児童サービスについて

2005.７月号 数字で見る日本の図書
館　その１２

大学図書館の利用教育について

2005.８月号 NEWS欄 速報　都道府県立図書館と政令指定都市の2005
年度資料費予算額

2005.８月号 数字で見る日本の図書
館　その１３

都道府県立図書館の統計 『日本の図書館』2005年調査票より

2005.１０月号 数字で見る日本の図書
館　その１４ 『日本の図書館2005』中間報告

2005年４月、市町村合併に伴い変更のあった自治
体について

2005.１１月号 数字で見る日本の図書
館　その１５

『日本の図書館』2005年調査集計結果（大学）

2006.２月号 数字で見る日本の図書
館　その１６

『日本の図書館』2005年調査集計結果（公共）

2006.４月号 数字で見る日本の図書
館　その１７

『日本の図書館』都道府県別集計－集計Ⅳについ
て

2006.５月号 数字で見る日本の図書
館　その１８

貸出密度上位の公共図書館整備状況・2005

2006.６月号 数字で見る日本の図書
館　その１９

飲食の設備について 2005年公共図書館調査ミニ付帯調査結果報告

2006.７月号 数字で見る日本の図書
館　その２０

公共図書館のコンピュータの導入について 『日本の図書館』2005より

2006.８月号 NEWS欄 速報　都道府県立図書館と政令指定都市の2006
年度資料費予算額

2006.８月号 数字で見る日本の図書
館　その２１

都道府県立図書館の統計 『日本の図書館』2006年調査票より

2006.１０月号 数字で見る日本の図書
館　その２２ 『日本の図書館2006』中間報告

2006年４月、市町村合併に伴い変更のあった自治
体について

2006.１１月号 協会通信・訂正記事 『日本の図書館2005』「公共図書館におけるその他
データ」について（修正のお願い）

2006.１２月号 数字で見る日本の図書
館　その２３

『日本の図書館』2006年調査集計結果



『図書館雑誌』
掲載号

タイトル

2007.１月号 数字で見る日本の図書
館　その２４ 図書館資料の選書（選定）について 2005年大学図書館調査ミニ付帯調査結果報告

2007.２月号 数字で見る日本の図書
館　その２５

「数字が語る日本の図書館」「数字で見る日本
の図書館」掲載一覧

付：『日本の図書館』過去５年間（2002-2006年
版）の集計

2007.３月号 数字で見る日本の図書
館　その２６ 視聴覚資料について 『日本の図書館2005』結果より

2007.４月号 協会通信・訂正記事 『日本の図書館2006』修正のお願い
2007.５月号 数字で見る日本の図書

館　その２７
貸出密度上位の公共図書館整備状況・2006

2007.６月号 数字で見る日本の図書
館　その２８

公共図書館における他機関との連携、ボラン
ティアの受入

『日本の図書館2006』より

2007.７月号 数字で見る日本の図書
館　その２９ 大学図書館のコンピュータ利用（状況）について 『日本の図書館2006』より

2007.８月号 NEWS欄 速報　都道府県立図書館と政令指定都市の2007
年度資料費予算額

2007.８月号 数字で見る日本の図書
館　その３０

都道府県立図書館の統計 『日本の図書館2007』より

2007.９月号 数字で見る日本の図書
館　その３１

公共図書館の児童サービスとYAサービスにつ
いて

『日本の図書館2006』より

2007.１０月号 数字で見る日本の図書
館　その３２

『日本の図書館』調査について―職員・人件費
の扱い―

2007.１１月号 数字で見る日本の図書
館　その３３ 障害者サービスについて 『日本の図書館2006』より

2007.１２月号 数字で見る日本の図書
館　その３４

『日本の図書館』2007年調査集計結果

2008.１月号 数字で見る日本の図書
館　その３５

予約とリクエストについて―2007年公共図書館
調査ミニ付帯調査結果報告

『日本の図書館2007』より

2008.２月号 数字で見る日本の図書
館　その３６

大学図書館におけるその他のデータ―「学外者
へのサービス」と「利用教育」

『日本の図書館2006』より

2008.３月号 数字で見る日本の図書
館　その３７

公立図書館の祝日開館・閉館時刻について
（『日本の図書館2007』調査結果より）

『日本の図書館2007』より

2008.４月号 数字で見る日本の図書
館　その３８ 『日本の図書館 統計と名簿 2007』正誤表

2008.５月号 数字で見る日本の図書
館　その３９

貸出密度上位の公共図書館整備状況・2007

2008.６月号 数字で見る日本の図書
館　その４０ 電子ジャーナルについて 2006年『日本の図書館』付帯調査報告

2008.７月号 数字で見る日本の図書
館　その４１

公共図書館の延床面積について―「延床面積」
と「現用館の竣工年月」

『日本の図書館2007』より

2008.８月号 NEWS欄 速報　都道府県立図書館と政令指定都市の2008
年度資料費予算額

2008.８月号 数字で見る日本の図書
館　その４２

都道府県立図書館の統計 『日本の図書館2008』より

2008.１０月号 数字で見る日本の図書
館　その４３ 公共図書館のコンピュータ導入について 『日本の図書館2007』より

2008.１１月号 数字で見る日本の図書
館　その４４ 視聴覚資料等について 『日本の図書館2007』より

2008.１２月号 数字で見る日本の図書
館　その４５

『日本の図書館』2008年調査集計結果 『日本の図書館2008』より

2009.１月号 数字で見る日本の図書
館　その４６

図書館運営への住民参加―2006年公共図書
館付帯調査結果より―

2006年『日本の図書館』付帯調査報告

2009.４月号 数字で見る日本の図書
館　その４７

図書館の条例、規則について―2006年公共図
書館付帯調査結果より　（「図書館運営への住
民参加」修正のお願い）

2006年『日本の図書館』付帯調査報告

2009.５月号 数字で見る日本の図書
館　その４８

貸出密度上位の公共図書館整備状況・2008

2009.６月号 数字で見る日本の図書
館　その４９ 障害者サービスについて 『日本の図書館2008』より

2009.７月号 数字で見る日本の図書
館　その５０ 大学図書館のコンピュータ利用（状況）について 『日本の図書館2008』より

2009.８月号 NEWS欄 速報　都道府県立図書館と政令指定都市の2009
年度資料費予算額

2009.８月号 数字で見る日本の図書
館　その５１

都道府県立図書館の統計 『日本の図書館200９』調査票より

2009.１０月号 数字で見る日本の図書
館　その５２

公共図書館の児童サービスとYAサービスにつ
いて

『日本の図書館2008』より

2009.１１月号 数字で見る日本の図書
館　その５３

年間開館日数と閉館時刻 『日本の図書館2008』より

2009.１２月号 数字で見る日本の図書
館　その５４

【予定】『日本の図書館』2009年調査集計結果

2010.４月号
数字で見る日本の図書
館　その５５ 『日本の図書館』2009年修正のお願い

2010.５月号
数字で見る日本の図書
館　その５６ 貸出密度上位の公共図書館整備状況・2009

2010.６月号
数字で見る日本の図書
館　その５７ 公共図書館のコンピュータ導入について 『日本の図書館2009』より



『図書館雑誌』
掲載号

タイトル

2010.７月号
数字で見る日本の図書
館　その５８

公立図書館の施設について－「延床面積」と
「併設・複合施設」

『日本の図書館2009』より

2010.８月号
NEWS欄 速報　都道府県立図書館と政令指定都市の2010

年度資料費予算額

2010.８月号
数字で見る日本の図書
館　その５９

都道府県立図書館の統計 『日本の図書館』2010年調査票より

2010.１１月号
数字で見る日本の図書
館　その６０ 視聴覚資料について 『日本の図書館2009』より

2011.１月号
数字で見る日本の図書
館　その６１ 『日本の図書館』2010年調査集計結果

2011.５月号
数字で見る日本の図書
館　その６２ 貸出密度上位の公共図書館整備状況・2010

2011.８月号
NEWS欄 速報　都道府県立図書館と政令指定都市の2011

年度資料費予算額

2011.８月号
数字で見る日本の図書
館　その６３

都道府県立図書館の統計 『日本の図書館』2011年調査票より

2012.３月号
数字で見る日本の図書
館　その６４ 『日本の図書館』2011年調査集計結果

2012.５月号
数字で見る日本の図書
館　その６５ 貸出密度上位の公共図書館整備状況・2011

2012.８月号
NEWS欄 速報　都道府県立図書館と政令指定都市の2012

年度資料費予算額

2012.８月号
数字で見る日本の図書
館　その６６

都道府県立図書館の統計 『日本の図書館』2012年調査票より

2013.５月号
数字で見る日本の図書
館　その６７ 貸出密度上位の公共図書館整備状況・2012

2013.８月号
NEWS欄 速報　都道府県立図書館と政令指定都市の2013

年度資料費予算額

2013.８月号
数字で見る日本の図書
館　その６８

都道府県立図書館の統計 『日本の図書館』2013年調査票より

2014.５月号
数字で見る日本の図書
館　その６９ 貸出密度上位の公共図書館整備状況・2013

2014.８月号
NEWS欄 速報　都道府県立図書館と政令指定都市の2014

年度資料費予算額

2014.８月号
数字で見る日本の図書
館　その７０

都道府県立図書館の統計 『日本の図書館』2014年調査票より

2015.５月号
数字で見る日本の図書
館　その７１ 貸出密度上位の公共図書館整備状況・2014

2015.８月号
NEWS欄 速報　都道府県立図書館と政令指定都市の2015

年度資料費予算額

2015.８月号
数字で見る日本の図書
館　その７２

都道府県立図書館の統計 『日本の図書館』2015年調査票より


