
　

(1984)

開館日の変更

全国の電話帳の収集開始

9日　東寺方図書館、開館

11月

　 多摩市立図書館が週6日、諏訪・豊ヶ丘図書館が週5日となり、

6月 目録のコンピュータ化

10月

八ヶ岳尐年自然の家への団体貸出開始

多摩市立図書館関戸子ども分館、閉館

昭和46年

(1971)

昭和33年

(1958)

　都立八王子図書館の自動車図書館「むらさき号」が巡回開始

多摩市立図書館着工

で　き　ご　と 行事・催し物

昭和28年

年

(1953)

(5)多摩市立図書館年表

「多摩市立公民館及び多摩市立図書館に関する条例」施行

3月

都立立川図書館の自動車図書館「むらさき号」が多摩村役場前で巡回
を開始　　　　※　停車地は、昭和38年に5ヶ所、45年に12ヶ所と増加

多摩市総合計画基本構想(第1次)に図書館建設が盛り込まれ
る。

　(都立立川図書館の自動車図書館「むらさき号」は運行打ち切り)

5月

昭和48年

昭和47年

　 東寺方図書館は開館日を変更

9月 図書館専用連絡車を購入

8月

お店文庫(店舗への団体貸出)を開始

29日　豊ヶ丘図書館、開館

貸出方式変更のため、臨時休館(～10月)

(1976)

8月

昭和52年

(1981)

(1974)

6月

8月

7月

10月昭和50年

(1977)

昭和53年

3月

(1982)

22日　自動車図書館「やまばと号」運行開始(週3日、20ヶ所)

昭和58年

2月 民話絵本「おしゃもじさま」出版

5月

4月

昭和57年

(1975)

昭和51年

視覚障がい者向けの録音図書の貸出開始

(1973)

多摩市立図書館関戸子ども分館、開館

11月 多摩市立図書館改修工事(2階部分の増床)

(1979)

昭和49年

(1972)

昭和54年 1日　諏訪図書館、開館

22日　多摩市立図書館、開館

都立八王子図書館の自動車図書館「むらさき号」の運行終了

3月 図書館報「やまばと通信」発行

6月

     児童室のみ。一般の開館は9月から

9月

昭和60年

(1983)

昭和59年

(1978)

(1980)

昭和56年

10月昭和55年

やまばと号2号車を購入、運行開始

10月 総合体育館への団体貸出開始

1日　関戸図書館、開館8月

6月

　　　 平日は19時15分までの夜間開館を実施

(1985)

全館の休館日が月曜日から木曜日に変更(現在に至る)4月

　　図書館第Ⅰ期コンピュータシステム運用開始

　　　 各図書館のオンラインシステム導入

2～3月絵本講座(5回)

10月　おはなしきゃら
ばん・テアトルムラット
の国際協同講演開催

3月　郷土資料講座(2
回)

9月～11月　第1回朗
読講習会開催

第1回中級朗読講習会
開催

8月　本館開館10周
年記念講演会(前川
恒雄氏、竹内悊氏)

第2回朗読講習会開催

第2回中級朗読講習会
開催

4月～6月　第3回朗読
講習会開催
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第6回中級朗読講習会
開催

11月　第3回文庫展開
催

2月　第4回文庫展開
催

2月　第5回文庫展開
催

2月　第6回文庫展開
催

4月　第6回朗読講習
会開催

10月　聖ヶ丘図書館開
館記念講座(赤木かん
子氏)

2月　第7回文庫展開
催

4月　第7回朗読講習
会開催

平成7年

(1995) 10月

休館日であった毎月1日を開館日とする。

やまばと号の駐車地を変更

嘱託職員制度の導入

1日　聖ヶ丘図書館開館

22日　図書館第Ⅱ期コンピュータシステム運用開始

7月

昭和61年 3月 団体貸出用書庫完成（諏訪図書館内）

(1986) 4月 日曜日の開館時間の13時30分からを午前10時に変更

視覚障がい者向けの対面朗読サービス開始

ブックリスト「こどものための基本図書-絵本編-」発行

8月

6月

6月

10月

11月

昭和62年

(1987)

昭和63年

7月

12月

(1989) 6月

多摩中学校の余裕教室に一般書用閉架書庫を設置

平成2年 4月 グリーンライブセンターへの団体貸出開始

(1990)

12月

3歳児を対象とした保育園訪問開始

平成3年 3月

(1991)

4月

　　　　 オンライン・リアルタイム処理の実現

4月

CD-ROM（新聞記事データベース）の閲覧を開始

ブックリスト「多摩市立図書館基本児童図書リスト-やさしいよみ

「(仮称)多摩市立中央図書館基礎調査報告書」作成

9月

国立国会図書館蔵書目録J-BISC(CD-ROM版)導入

多摩市立図書館の改修(～10月)

「調布玉川惣画図復刻版」の刊行(開館15周年記念事業）

10月 開館時間の変更

平成4年

(1992) CDの貸出を開始

多摩センター駅出張所にブックポストを設置1月

3月

多摩市図書館協議会設置

都立図書館蔵書目録METLICS(CD-ROM版)の導入

視覚障がい者向けに「声のやまばと通信」の作成開始

小学2年生を対象とした学校訪問開始

郵政省から盲人録音物等発受施設の認可を得る

7月 ブックリスト「乳幼児のための絵本リスト」発行

「おはなしよんで」発行

ブックリスト「幼児・小・中学生のための性教育の本」発行

4月

4月

もの編-」発行

関戸図書館にブックディテクションシステムを設置

健康センターへの団体貸出開始

図書館全館でコピーサービスを開始

心身障害学級訪問開始9月

西永山中学校の余裕教室に一般書用閉架書庫を設置

「あかちゃんから絵本を」を母子手帳交付時に配布

雑誌のリサイクル(廃棄資料の無料配布)開始

聴覚障がい者へのファクシミリでのリクエスト受付開始

図書のリサイクル(廃棄資料の無料配布)開始

平成5年

平成6年 3月 マンガ資料の収集開始

(1993) 7月

6月

4月

(1994)

3月　本館開館15周年
記念講演会(ルネ・シ
フェール氏の「源氏物
語」)

　 全館の平日の開館時間が10時から17時となる。

第3回中級朗読講習会
開催

平成元年 土曜日の「午後」からの開館が「午前10時」からに変更

3月

(1988)

4月～6月　第4回朗読
講習会開催

10月

障がい者への本の宅配サービス開始

4月

8月 11月　第2回文庫展開
催

第4回中級朗読講習会
開催

5月　第5回朗読講習
会開催

11月　第1回文庫展開
催

第5回中級朗読講習会
開催
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10月　子ども読書年特
別企画・親子でたのし
むおはなし会

図書館連絡車の運行を直営から委託に変更

蔵書点検(9月28日～10月5日)

　　　　　　 「本を作るということ」

　　　　　　 「インターネット時代の情報検索」

年末年始の休館を変更

の施設管理業務が図書館に移管

関戸図書館の集会室改修

   文部省委嘱「子どもの心を育てる図書館活動推進事業」

　　　　　郷土資料展示会(10月31日～11月11日)

26日　図書館第Ⅲ期コンピュータシステム運用開始

　　　　視覚障がい者サービス用機器（点訳機等）を永山図書館

　　　　 端末機を各館に設置

30日　永山図書館が特別開館(～31日)

第７回中級朗読講習
会開催

2月　第9回文庫展開
催

(1998)

2月　第8回文庫展開
催

2月　第11回文庫展・
子ども図書館フェスタ
開催

2月　第10回文庫展開
催

　　　　 利用者自らが蔵書検索ができ、リクエストも行える利用者

27日　諏訪図書館の業務終了

3月　永山図書館開館
記念講演(角野栄子氏)

平成11年 2月 子ども図書館フェスタ

多摩中学校の耐震補強工事に伴い、一般書用閉架書庫を閉

30日　団体貸出図書室用の専用車を購入

　　　　　特別展「目で見る多摩市立図書館」

　　　　　　 「“科学あそび”っておもしろい」

　　　　　記念講演会(10月23・24日)

9月

3月

(1999)

(TRC-MARC Uタイプ)へ変更

6月

10月～11月　開館25周年記念事業

　　　　週5日から週6日開館へ

機械可読目録(MARC)を大阪屋(OPL)から図書館流通センター

平成10年

4月  1日　東寺方・豊ヶ丘・聖ヶ丘の開館日増

(1998) 4月 多摩市図書館協議会「多摩市立中央図書館の施設整備及び図

書館サービスのありかたについて」を答申

11月 17日　南永山社会教育施設に一般書用閉架書庫を設置

平成10年 3月 20日　臨時休館し、書架の整理、資料を点検する。

鎖。資料は一時的に団体貸出図書室に保管する。

6月

7月

　　　　 関戸・永山図書館の夜間開館が19時30分までとなる。

　　　に設置

　　　開館時間の変更

31日　諏訪図書館閉館

　1日　永山図書館開館4月

やまばと号3号車を購入、運行開始平成8年 4月

(1997)

(1996) 12月

平成9年 3月

(2000)

4月

9月

12月

都立図書館インターネットによる検索予約を開始

蔵書点検(6月11日～7月2日)

　 本館・聖ヶ丘(6月11日～18日)

平成12年 2月

　 豊ヶ丘・関戸(6月18日～25日)

豊ヶ丘・聖ヶ丘の平日の開館時間延長

閉架書庫を南永山社会教育施設に集中(図書の搬入)

　 東寺方・永山(6月25日～7月2日)

　12月28日～1月4日を12月29日～1月3日とする。

唐木田駅にブックポストを設置

関戸公民館のヴィータ・コミューネの移転により、やまばとホール

2月　第12回文庫展開
催

　10時～17時を10時～18時とする。

10月　本館開館25周
年記念事業



で　き　ご　と 行事・催し物年

推進計画～策定

９月　第2回「謎解き多
摩ニュータウン」開催

2月　第14回文庫展開
催

3月　とよたかずひこ氏
講演会

11月　文庫連主催本
館開館30周年記念講
演会(竹内悊氏)

2月　第15回文庫展開
催

2月　第13回文庫展開
催

自動車図書館「やまばと号」の運行終了

4月

日野市、稲城市との図書館相互を開始

平成13年 2月

11月

平成14年 3月

(2001) 10月

(2002) 4月

11月

多摩市立団体貸出図書室を中諏訪学校跡地施設から東永山複

合施設へ移転

8月

10月

平成15年 4月

(2003)

６月

貸出冊数の制限撤廃

ブックリスト「絵本はともだち～赤ちゃんといっしょに楽しむ絵本」

(2004) 4月

平成16年 3月

7月

平成17年 3月 『「多摩市関連新聞記事索引」平成元年～平成16年12月』を作

都市再生機構から多摩ニュータウン関連資料を譲渡

10月

平成18年

(2006)

延滞利用者への貸出停止を開始

発行

図書館第Ⅳ期コンピュータシステム開発着手

絵本かたりかけ事業開始

蔵書点検(10月15日～11月28日)

永山図書館にブックディテクションシステムを設置

東永山複合施設に閉架書庫を設置

日野市、稲城市と図書館相互利用協定を締結

1月　小澤俊夫氏講演
会

2月　第17回文庫展開
催

多摩市平和展に平和をテーマとした図書を団体貸出

多摩市図書館協議会「児童サービスの今後の展開について」答申

関戸・永山図書館で祝休日開館開始

本館に「行政・郷土資料コーナー」を開設

　　　    の受付のため、関戸・永山図書館臨時開館

18・19日　第Ⅳ期コンピュータシステム稼動に伴うパスワード登録

2月　第18回文庫展開
催

3月

１月　「謎解き多摩
ニュータウン」開催

蔵書点検(2月28日～3月20日）

20日　図書館第Ⅳ期コンピュータシステム運用開始

2月

9月　第8回朗読講習
会開催

11月

8月 永山図書館に設置している視覚障がい者サービス用機器を入替

  2日　学校図書館システム稼動

たま市民文庫を開設

学校図書館からの直接予約を試行

2月　第16回文庫展開
催

3月　ひろかわさえこ氏
講演会

５月　第1回「本だなと
新しいなかまたち」を開
催

11月～3月　絵本かた
りかけボランティア研修
会を開催

成(冊子及びCD-ROM)

　　　　 インターネット・携帯電話からの蔵書の検索・予約開始

除籍資料（児童書）を学校図書館に譲渡

(2005)

8月～9月 学校図書館の蔵書を第Ⅳ期コンピュータシステムに登録

クラス貸出（学級への団体貸出）廃止

6月

9月

  1日　インターネットからのリクエスト受付開始

27日　多摩センター駅前の「福祉ショップ」で予約本の受渡しを開

すべての子どもに読書のよろこびを～多摩市子どもの読書活動

　　　始　ブックポストも同時に設置
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2月　第20回文庫展開
催

8月 1日　第4回たま市民文庫リレートーク開催（藤島爽さん）

5月 都市再生機構から多摩ニュータウン関連資料を譲渡

 　5月～6月   蔵書点検（5月25日～6月12日）

 　6月～8月   本館で平日19時までの開館時間の延長を試行  

4月 1日　休館日と開館時間の変更

　　　　　　　　　本館で毎月第一木曜日以外の木曜日を開館する

4月 25日　第3回たま市民文庫リレートーク開催（佐藤正昭さん）

1日　京王線沿線七市連携による相互利用サービスを開始

1日　予約・リクエスト件数の制限を開始

28日　第2回たま市民文庫リレートーク開催（椎塚光子さん）

9日　秋の読書週間イベントとして「絵本で子育て、孫育て」開催

8日　第１回たま市民文庫リレートーク開催（臼井アキ子さん）

6日～14日　第３回子ども読書まつり本ともフェスタを開催

平成21年

9月　第5回「謎解き多
摩ニュータウン」開催
（会場：稲城市立中央
図書館）

4月

１１月

関戸図書館で「シニアを応援する講座」を開催

本館に資格・スキルアップコーナーを新設

2月

10月

9月

１１月

12月

3月

3月

14日～３月21日　本館、移転のため休館

2月　第19回文庫展開
催

5月 子どもの読書活動推進連絡会（第１回）を開催平成19年

31日　行政資料室開室（多摩市役所第二庁舎１階）

(2007) ８・９日　TAMAMIRAI2007多摩市民まちづくり討議会開催

関戸図書館で「シニアを応援する講座」を開催

２月　第3回「謎解き多
摩ニュータウン」開催

１０月　第４回「謎解き
多摩ニュータウン」開
催

利用者懇談会を開催（２回）

関戸図書館にシニアコーナーを設置

『TAMAMIRAI2007多摩市民まちづくり討議会報告書～市民が
求める多摩市の図書館・図書館サービス』が刊行される

平成20年 １月 2月　第19回文庫展開
催(2008)

3月　本ともフェスタで
渡辺鉄太氏、菱木晃
子氏講演会

22日　新本館、旧西落合中学校に移転、開館

31日　多摩センター駅前出張所のブックポストを廃止

25日　福祉ショップに２４時間利用できるブックポストを設置

22日～24日　第１回子ども読書まつり本ともフェスタを開催

3月

(2009) 3月 7日・8日　第２回子ども読書まつり本ともフェスタを開催

平成22年

(2010)

3月

　　　　　　　　　本館、永山図書館で開館時間を9時30分～とする

2月　第2１回文庫展開
催

　10月 24日  渡辺鉄太氏講演会

31日　「福祉ショップ」での予約本の受け渡しを終了

　 3月1日　上下本等のシリーズ予約（巻号順予約）を開始

　10月17日～22年1月6日　市民企画展示　渡辺茂男展

11月　第6回「謎解き多
摩ニュータウン」開催


