多摩市の図書館

◆障がい者サービス

◆登録

令和２年度〈概要版〉

登録者数

－数字で見る１年－
2020.4～2021.3

４７，２１６人
※令和２年度新規登録者

市内在住者登録者数

３，２６７人

３９，１３２人

多摩市の人口

１４８，４１１人
３１．８％

人口に対する登録する登録者の割合

※令和３年３月に、貸出・予約が３年間以上ない利用者データを整理するデ
ータメンテナンスを行ったため、登録者数が前年度に比べ減少している。

所蔵資料

３，２７６点

 テープ図書
 デイジー図書

１，７４８点
３５７点

 マルチメディアデイジー図書
 点字図書

４４０点
４０２点

 点字付資料

３２９点

※マルチメディアデイジー図書は一般の方が利用できるものもあります。

◆貸出
４８６，１２１人

資料の宅配

１，１９３，４３７点

実施回数

貸出者数
個人貸出点数

市民一人あたりの貸出点数
各館の統計（令和 3 年 3 月末現在）
書庫・団体貸出図書室・児童閉架書庫 258,789 点
貸出冊数：292,178 点
551.14 ㎡

東寺方図書館

2,039.00 ㎡

永山図書館

◆予約
予約総数
提供
提供内訳

４１６，６１８件
３７４，８１７件

蔵書数：38,292 点

蔵書数：97,678 点

蔵書資料での対応

貸出冊数： 65,374 点

貸出冊数：327,483 点

新規購入

２，８４３件

借用

９，９０７件

508.47 ㎡

豊ヶ丘図書館

唐木田図書館

577.06 ㎡

蔵書数：45,338 点

蔵書数：48,828 点

貸出冊数：115,147 点

貸出冊数：100,440 点

関戸図書館

1,044.81 ㎡

行政資料室

100.00 ㎡

情報提供・紹介

３５２，０８６件

※新規購入：資料を購入し対応
※借用：国立国会、都立、他市区立図書館より借用して対応

貸出冊数：215,623 点

貸出冊数：4,951 点

※情報提供・紹介：資料の提供ではなく、情報や類縁機関を紹介

未提供

貸出冊数： 72,241 点

蔵書点数
図書

７５８，７５９点

開架 483,591 点 / 閉架 258,789 点 / 計 742,380 点
（障がい者向き資料は除く）

障がい者向き資料 蔵書点数 3,276 点
視聴覚資料
雑誌

蔵書点数 13,103 点 / 電子書籍

435 タイトル / 新聞

４１，８０１件

※利用者からの辞退、資料の未刊行、取置期限切れによる提供不可等
※人口 10～15 万未満の市区の予約数では第 2 位（「図書館年鑑 2021」
より）

蔵書数：41,406 点

4,074 ｺﾝﾃﾝﾂ

32 タイトル

令和２年度のトピックス

永山図書館にＩＣタグ関連機器を導入
〇電子図書館導入、デジタルアーカイブ公開、混雑状況お
知らせサービスを開始

実施時間

６９時間

実施回数

４３回

国立国会図書館視覚障害者等用データベース利用状況
※提供数：多摩市が作製したデイジー図書等のデータを、国立国
会図書館に提供した件数
※利用数：国立国会図書館に提供した多摩市が作製したデータ
がダウンロード等で利用された件数

デイジー図書 提供数

１５１件

利用数

１，７８６件

デイジー雑誌 提供数
利用数

７９件
７４２件

点字図書

◆パスワード・メールアドレス・Felica の登録
 パスワード
２６，２１７人
 メールアドレス
１５，６４５人
 Ｆｅｌｉｃａ
６５５人
※Felica とは、PASMO 等交通機関の IC カード、Felica に対
応したおサイフケータイ機能がある携帯電話等に搭載され
ている非接触型 IC カードのための通信技術の１つです。

〇令和２年４月８日〜５月２４日全館臨時休館
〇所蔵資料（一部除く）にＩＣタグを貼付、関戸図書館・

視覚による読書が困難な方に希望の本をお読みします。

※蔵書資料での対応：多摩市立図書館所蔵資料で対応

蔵書数：11,152 点

842.14 ㎡

対面朗読

７４件

蔵書数：93,473 点
聖ヶ丘図書館

５６回

８．０点

※人口 10～15 万未満の市区の貸出数では第 3 位（「図書館年鑑 2021」
より）

多摩市立図書館（本館） 5,481 ㎡ 蔵書数：本館 107,424 点

来館が困難な方に本等をお届けします。

５５，７９１件

 館内に設置しているインターネット検索用端末
利用者数

４７件
２，４０９件

◆団体貸出
学校、幼稚園、保育園、児童館、学童クラブ、読書会・読み聞かせ・
文庫活動団体等に長期間まとまった冊数を貸し出す「団体貸し出しサ
ービス」を行っています。

◆レファレンス
 相談受付件数

提供数
利用数

１，５６８件

登録団体数
貸出冊数

１２２団体
２０，８９２冊

◆子どもへのサービス

◆イベント・講座等

◆各課連携企画展示

新型コロナウィルス感染拡大防止に努めつつ、さまざまなイベ

 各館おはなし会実績
開催回数

ントや講座をおこないました。

５７回／参加人数

 ブックスタート

４５０人

 ビブリオバトルについて

絵本を通して親子のコミュニケーションが深まること
の大切さを伝えることを目的として、健康センター(3~4 か
月児健康診査時)で月 2 回開催し、絵本、ブックリスト等を

絵本配付数

と連携した企画展示を行いました。各テーマで本を集め展示・貸出す

令和 2 年度は新型コロナウィルス感染拡大防止の
ため、バトルは行わず、
「第 12 回子ども読書まつり
《ほんともフェスタ》」内でバトルの紹介展示を実
施、また過去のバトルでのチャンプ本をまとめた冊
子を配布しました。大妻女子大学図書館サークル
Olive 共催。

多摩市絵本かたりかけ事業

配付しています。

地域の課題解決に役立つ情報を提供するために、市役所各課の事業

 点訳・音訳研修会
７８５人（配布率９８％）

「第 12 回子ども読書まつり《ほんともフェスタ》
」
学校図書館、児童・生徒の読書に関わる作品、図書館お
はなし会ボランティア団体の活動、令和 5 年 5 月開館予定
の中央図書館、ビブリオバトル、図書館事業の紹介パネル
などの展示を行いました。

 「ブラッシュアップ！読み聞かせ」

<会場・開催期間>
ター横特設会場）
3 月 2 日（火）

・「図書館本館」
（こども図書室）
令和 3 年 3 月 6 日（土）～

3 月 31 日（水）



総合学習とは、小中高校で各校が地域や学校の実態に応


参加：２校

る小学２年生にクラス単位で図書館を訪問してもらい、図

・環境政策課「生物多様性」
・健幸まちづくり推進室
「働き方改革・ワークライフバランス」
・多摩市文化振興財団
「多摩ニュータウン初期入居 50 周年」
・多摩中央警察署「防災」

など

◆「多摩市電子図書館」・「多摩市デジタルアーカイブ」
➣多摩市電子図書館サービス
ご自宅のパソコンやタブレット、スマートフォン等を使って、
図書館の小説や絵本などの電子書籍や音声コンテンツ等を貸出、
閲覧ができるインターネット上のサービスです。
➣多摩市デジタルアーカイブ
多摩市が所蔵する地域資料・貴重資料などをデジタル化してイ
ンターネット上で公開しています。

◆決算額

以下のＱＲコードからご利用いただけます。図書館ホームページから

一般会計（A）

72,029,432 千円

図書館費（B）

827,429 千円

図書購入費（C）

93,973 千円

参加：市内１４校

多摩市立図書館

・高齢支援課「認知症を知る月間」

「多摩市消防団の紹介」

書館の見学、図書館の利用案内を行うとともに、ブックト
ークなどを通して本の楽しさを伝えています。

・福祉総務課・児童青少年課「ひきこもり」

開催日：令和 2 年 10 月 10 日(土)
会場：本館講座室
参加者：１４人

いつもは手にとらない新しい本との出会いを楽
しんでもらうため、数冊の本をセットにした「本
の福袋」を全館で行いました。
開催日：令和 3 年 1 月 4 日（月）～6 日（水）
貸出数：２０８セット、２９３冊

行っています。

“読むことを学習し、一人読みを始める年齢”といわれ

【主な企画】

防災安全課

「本の福袋」

のニーズに応えるため、図書館へ児童・生徒の受け入れを

「図書館訪問」
（小学２年生対象）

テーマ件数：３２テーマ

に、絵本の魅力の伝え方などを伝える講座です。

児童館と共同で、主に乳幼児の保護者に絵本の
読み聞かせの仕方、絵本の選び方を伝える会を開
催しました。
開催日：令和 2 年 11 月 26 日（木）
会場：唐木田図書館フェアリールーム
参加者：２０人

「総合学習等での図書館見学」など

組織する教育課程のことです。多摩市の図書館では、学校



１６課、２機関

「絵本の森」

 学校向け事業

じ、教科の枠をこえて特定の主題について総合的に学習を

 連携課数：

読み聞かせ技術のレベルアップを目指す方を対象

・「グリナード永山」
（２階どんぐり広場、３階エスカレー
令和 3 年 2 月 27 日（土）～

めにチラシ、ブックリストを配布しました。

・防災安全課「多摩市消防団の紹介」

録音図書や点字図書の作製や対面朗読に関わる音
訳者、点訳者の育成講習会や音訳技術の向上を目的
とする研修会を開催しました。
テーマ：「図表処理等の処理技術について」
講師：樫山 多門氏
開催日：①令和 2 年 11 月 4 日（水）
②令和 2 年 11 月 11 日（水）
会場：消費生活センター講座室(ベルブ永山３階)
参加者：①１１人／②１２人

 その他のイベント等

るとともに、各課から提供を受けた関連する事業等の案内や啓発のた

一般会計に占める
図書館費（B/A）
一般会計に占める
図書購入費（C/A）
図書館費に占める
図書館購入費（C/B）

1.15%

もアイコンをクリックすることでアクセスすることができます。

0.13%

11.36%
電子図書館

デジタルアーカイブ

