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1.日野市立図書館のあゆみ (年表 )

昭和40年 (1965有 1)

6月  「日野市立図書館設置条例」公布
7月  市立集会場小会議室に事務所をおく

前川恒雄、初代図書館長に就任
9月  事務所を七生支所内に移す

移動図書館によるサービス開始 (37駐車場)

10月  「日野市立図書館協議会設置条例」公布

昭和41年 (1966年 )

6月  高幡図書館開館
8月  多摩平児童図書館開館
9月  移動図書館2号車サービス開始 (55駐車場)

10月  事務所を多摩平支所内に移す

昭和42年 (1967年 )

1月  『新しい本』(成人書)創刊
3月  視聴覚ライブラリー発足

『業務報告 昭和40・ 41年度』刊行
『あたらしい本』(児童書)創刊

7月  福祉センター図書館開館
8月  貸出文庫(団体貸出)開始

昭和43イ11(1968年 )

5月  「第1回児童奉仕員任命式」開催
10月  「図書館友の会発会式」開催

昭和4441=(1969年 )

7月  社会教育センター図書館開館

昭和46年 (1971`手 )

4月  平山児童図書館開館

多摩平児童図書館新館開館

Π召千11471■ (1972イ 11)

4月  百草台児童図書館開館

『日野市の図書館設置計画に関する
調査研究 1972』 刊行

昭和48年 (1973年 )

4月  中央図書館開館
レコード貸出開始

5月  図書館報『ひろば』創刊
10月  朗読サービス開始

1昭 fl!49イ■(19744卜 )

3月  おはなし会スタート(1976年 12月 で一時休止 )

4月  「日野市立図書館コピーサービス実施要綱」

制定
砂川雄一、第二代図書館長に就任

昭 f「150年 (1975勺■
)

7月  『市政調査月報』創干J

曝]不口52/1(1977有二
)

1月  第1期電算システム運用開始
(リコー RICOM3200)

4月  平山図書館開館 (旧 平山児童図書館)

12月  市政図書室開館

昭和53年 (1978年 )

3月  おはなし会再開
10月  平山図書館増築して開館
11月  『資料の広場』創刊

昭和54年 (1979年 )

4月  市の有償刊行物頒布開始 (市政図書室 )

5月  『日野市立図書館登録者に関する調査』刊行
12月  『日野郷土かるた』刊行

昭和 55年 (1980年 )

3月  映画『図書館とこどもたち』完成 (制作協力)

5月  高幡図書館新館開館
日野図書館開館 (旧福祉センター図書館)

10月  おはなし会スタート(高幡図書館)

昭和56年 (1981年 )

6月  カセット・テープ貸出開始
8月  「児童図書分類表」作成

‖召和57年 (1982年 )

1月  第2期電算システム運用開始

(NEC ACOSシ ステム250モテ'ル40)

マイクロフイルム(新問地方版)購入開始

機械警備開始
「地域・行政資料分類表」作成

昭和 58年 (1983年 )

9月  『業務報告 昭和40・ 41年度復刻版』干J行

昭 :和 59年 (1984年 )

3月  『ババールから10年
一子どもの本を読む会のあゆみ』刊行

9月  サウスフイールド市立図書館と友好提携
H月  雑誌のリクエスト受付開始

昭不口60年 (1985年 )

4月  『おはなしかるた』刊行
5月  小学校新1年生への図書館ガイダンス開始
6月  高幡図書館、第1回 日本図書館協会建築賞受賞

10月  第1回大人のためのおはなし会開催.̈   (中
央。高幡図書館)  

‐

11月  『日野市立図書館の20年 年表稿』刊行
「図書館20年の歩み展」開催

(中央。高幡図書館)

イラストマップ『 日野市絵図』刊行

「イ{f口 61/1i(1986′
「

)

3月  『日野市立図書館の発展計画のための

調査。研究 1985』千J行

日召不口62年 (1987イ 11)

1月  第3期電算システム運用開始

(NEC ACOSシ ステム410)

2月  『子どもの本に魅せられて
一やまんば読書会の記録』刊行

5月  斉藤隆夫、第二代図書館長に就任
7月  土曜日開館時間延長(中央・高幡。日野図書館、

午後5時まで開館)

月

月

３

４
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昭和63年 (1988年 )

3月  集密書庫設置
9月  障害者サービス用パソコン・システム稼働

平成元年 (1989年 )

5月  『おはなしかるた』改訂版作成

平成2年 (1990年 )

5月  日野・平山図書館、機械警備開始
10月  アスベスト撤去工事
H月  貸出フロアー全面禁煙実施

(中央。高幡。日野・平山図書館 )

百草図書館開館

1■成3年 (1991年 )

4月  委託搬送業務開始
6月  見計らい図書制度導入
7月  日野図書館改修工事

平成4年 (1992年 )

1月  第4期電算システム運用開始
(NEC ACOSシ ステム3300)

3月  『ひのふるさと歳時記』刊行
9月  百草図書館、開館時間変更

10月  『資料の広場』再刊
12月  「日野市立図書館障害者

サービス実施要綱」制定
「日野市立図書館パソコン点訳システム

利用要綱」制定

平成5年 (1993年 )

7月  レファレンス室、キャレル利用を時間制に変更
中央図書館正面玄関前駐車場設置

8月  利用者端末開放 (中央。高幡・百草図書館 )

10月  CD貸出開始
11月  「日野市立図書館嘱託員の任用基準」制定

平成6年 (1994年 )

4月  「日野市立図書館コピーサービス実施要綱」
改正

4/成 7年 (1995年 )

10月  中央図書館開館時間延長 (火・木、夜7時まで)

H月  『 日野市立図書館の現状と当面する
諸問題について』刊行

平成8年 (1996年 )

5月  『おはなしすごろく』干1行
8月  リサイクル事業実施
9月  中央図書館改修工事 (～ 11月 )

平成9年 (1997年 )

4月  第5期電算システム運用開始 (丸善 CALIS)
10月  移動図書館車1台体制に(35駐車場)

多摩平児童。百草図書館でおはなし会スタート
(隔月)

H月  高幡図書館分館長にカロえ他の分館にも
分館長職を置く

平成10年 (1998年 )

2月  小川幸子、第四代図書館長に就任
6月  旧集会室を改修して障害者サービス室設置

新集会室設置
高幡図書館、モル ールエ事関連で

玄関付近を改修
8月  移動図書館車、不審火で使用不能に

12月  移動図書館車新車巡回開始

平成11年 (1999年 )

2月  地下駐車場シャッター設置工事
7月  図書のオンライン発注開始

10月  「日野市立図書館運営規則」の一部改正

(市内通学者への貸出開始、
貸出冊数制限の撤廃)

平成12年 (2000年 )

2月  多摩平図書館開館 (社会教育センター図書館
の移転。名称変更)

4月  「日野市立図書館設置条例」
(館長の有資格条項関係)一部改正

資料の返却館の自由化 (CD、 カセットを除く)

事務用インターネット開設

l1/成 13年 (2()01年 )

4月  『おはなしめいろ』干1行
7月  高幡図書館開館時間延長 (火 。木、夜7時まで)

高幡図書館読書会室利用時間延長
(火 。木を夜9時まで)

高幡図書館お話の部屋の一般利用受付開始
10月  平山図書館屋根改修工事
H月  平山図書館、開館時間延長

(午前10時～午後5時 )

12月  地域イントラ整備事業による利用者用
インターネット閲覧端末設置、学校からの図書館の

蔵書検索が可能に

平成14年 (2002年 )

3月  図書館協議会、日野市立図書館の今後の
あり方について答申

4月  多摩市立図書館との相互利用実施
多摩平児童。多摩平。平山・百草台児童図書館、

土曜日開館実施
百草台児童図書館、週3日 開館に

5月  多摩平児童図書館閉館
6月  第6期電算システム運用開始 (NEC LICS)~.   

インターネット対応     
‐

図書館ホームページ公開
10月  インターネット、携帯電話からの予約受付開始

中央図書館集会室・高幡図書館読書会室の

利用者自主開閉化
電話自動応答システムスタート

12月  タッチパネル式OⅣて使用開始

平成15年 (2003年 )

4月  日野市立図書館職員 1名 と都立中央図書館
職員 1名 の、1年間の交換研修を実施

小学校を訪問して行う図書館ガイダンスを、
今年度より1年生から3年生に変更

8月  『新選組を読む。調べるために』発行
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l1/‐

1文 16年 (2004年)                        平成19年 (2007年 )

2月  『 日野市立図書館におけるボランティアのあり方  4月  平山図書館複合化工事のため閉館
一日野市立図書館協議会報告』発行       平山図書館(京王クラウンビル1階)臨時開館

3月  多摩平図書館 (多摩平7丁 目)、 新多摩平図書館    図書装備をすべて館内装備に
(多摩平2丁 目)開設に伴い閉館         図書館読書パスポート配布

4月  新多摩平図書館開館             5月  中央館2階ギャラリーに 「しごと情報コーナー」設置
中央。高幡・多摩平図書館、火～金曜日の    9月  実践女子大学図書館。実践女子短期大学図書館との

夜間開館実施                   図書館相互利用に関する協定
祝 日開館実施 (土。日曜日に重なつた時は    11月  多摩平図書館にヤング・コーナー設置

市政。百草台児童図書館を除く全館、   12月  伊藤整展(日 野市民会館展示室1)

平日に重なった時は中央。高幡。多摩平
図書館のみ開館)          平成20年 (2008年 )

オンラインデータベース『聞蔵 (きくぞう)』及び   1月  第7期電算化スタート

『 日経テレコン21』を業務用に利用開始   2月  百草台児童図書館体館
藤沢和男、第五代図書館長に就任          子どもの読書活動推進事業「内藤直子氏講演会」

5月  多摩平図書館で、おはなし会再開             (多 摩平の森ふれあい館)

10月  高齢者デイサービス施設にリサイクル資料の      次期 日野市図書館協議会委員公募
配布開始               4月  図書館利用規定改定

H月  読み聞かせ入門講座 (高幡。多摩平図書館)        (貸 出冊数・予約受付冊数制限等)

日野市子ども読書活動推進計画策定委員会設置    京工線沿線七市図書館連携開始
準備済リクエスト連絡に電子メールを使用開始     新平山図書館開館(平 山季重ふれあい館)

セキュリティー確保の為Webサ ーバにSSLを導入       火～金曜日の夜間開館実施
5月  まちかど写真館inひの(～9月 )

平成17年 (2005年)                7月  図書館ほのぼの川柳募集 (7.1～ 8.31)
1月  日野図書館改修工事のため臨時休館         (入 選作発表H月 、デートスリップに入選作掲載12月 )

4月  市政図書室、土曜日開館実施         8月  日野市立図書館基本計画策定
日野図書館リニューアルオープンに伴い、祝日     法律情報講演 中央図書館

開館および火～金曜 日の夜間開館実施     ひの写真散歩撮影者募集(翌年HP掲載4月

(新選組。日野宿関係資料コーナー設置)       (写 真展中央4月 、多摩平5月 )

6月  「日野人ニュースクリップ」開始         9月  日野宿発見隊特別展『八坂の祭り』
7月  夏休みジュニアスタッフ実施          10月  ストーリーテリングと絵本の講座
8月  高齢者への宅配事業を試行開始           (講 師内藤直子氏 中央公民館共催、全12回 )

9月  『図書館要覧』改訂。発行           11月  利用案内新版発行
11月  中央。高幡。多摩平。平山図書館、          旧移動図書館車、大島町ヘ

無線LANサービスの拠点に参カロ         11代 目ひまわり号運行開始
12月  『 日野市立図書館年表2005』作成

平 成 21年 (2009年 )

平成18年 (20061■ )                2月  日野図書館「多摩のまちなみ建築デザイン賞優良賞J

2月  川口文子、第六代図書館長に就任          法律情報講演 (高幡図書館)

『 日野市子ども読書活動推進計画       3月  日野宿発見隊『写真集まちかど写真館inひの』刊行
―すべてのひのっこを本好きに』策定    4月  小川八郎、第八代図書館長に就任

3月  『 日野市について、よくある質問』(レファレンス     「ひの写真散歩」第1回写真展
事例集)をホームページ上に掲載     5月  ひまわり号 多摩テックはたらくのりもの大集合展、

電子申請システムによる、本のリクエスト           新選組まつり参加
とレファレンスを開始            6月   日野ヤングスタッフ☆ドリームスクラム2009ス タッフ募集

4月  百草図書館、火～金曜日の夜間開館実施       まちかど写真館inひの『 日野用水。今昔』
平山、百草図書館、祝 日の開館拡大         百草台児童図書館閉館
日野市立図書館月報『ひろば』発行       7月  移動図書館「ちょうまんぴら公園」(百草)巡 回開始

(『 図書館報ひろば』と『新しい本』を統合)    読み聞かせ入門講座 (高幡。多摩平図書館)

子どもの読書活動優秀実践図書館として     9月  「平成21年度 日野市立図書館の運営状況に関する
文部科学大臣表彰                評価書」公表

5月  学校への資料搬送便開始             旧平山図書館書庫資料の整理開始 (～ 2011年3月 )

8月  日野図書館、日野宿こども発見隊開催           《緊急雇用創出事業補助金》
10月  小澤昭道、第七代図書館長に就任       12月  日野ヤングスタッフ☆ドリームスクラム2009

配達ボランティア・サービス本実施             「松原秀行氏講演会」
「高校生のための利用案内」作成

11月  子どもの読書活動推進事業「依田逸男氏講演会J

(生活・保健センター)

日野図書館、日野宿発見隊開催
「図書館とこどもたち 一日野市立図書館のあゆみ」

展開催 (中央 高幡)

図書館基本計画策定委員会スタート
(公募市民委員8名 )
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平成22年 (2010年 )

1月  高幡図書館読書会室を未使用時は学習スペース

として開放開始
日野宿発見隊 特別展「日野駅と日野宿」      10月
日野宿発見隊 日野駅120周年記念式典及び

イベント「今尾恵介氏特別講演」
「日野市立図書館資料収集方針J公開
図書館運営の評価の説明と懇談会 (中 央図書館)   11月

2月  ヤング向き図書リスト『一冊からたくさんの出会い』発行

日野ヤングスタッフ☆ドリームスクラム2009
「辻村深月氏講演会」

子どもの読書活動推進事業「椎野まりこ氏講演会」
(多摩平の森ふれあい館)

図書リスト『あかちゃんとたのしむえほん』発行

第23期 日野市立図書館協議会提言
鬼倉正敏、第九代図書館長に就任
祝日に重なる月曜日の開館実施
資料番号のバーコードにチェックデジット導入開始
カラーコピー機設置 (中央。多摩平・市政)

中央図書館1階に自黒コピー機設置
移動図書館「万願寺中央公園J(万願寺)巡 回開始

」R東 日本日野駅より、日野市立図書館。日野宿発見隊
に対し感謝状授与

ひの写真散歩 常設展 (平山。百草。多摩平)

ひの写真散歩 写真展 (百草)

利用者カード8桁化開始
日野ヤングスタッフ募集開始
第2次 日野市子ども読書活動推進計画策定委員会スタート

日野市憲法記念行事講演会「日野宿発見隊の活動」
まちかど写真館hひの 一谷仲山一

日野宿発見隊夏祭り
中央・市政でオンラインデータベースの利用者公開開始
ひの写真散歩 写真展「水のある風景J(市役所)

「平成22年度(平成21年度事業)日 野市立図書館の

運営状況に関する評価書」公表
わらべうた講演会 (親子向け〉

(多摩平の森ふれあい館及び高幡図書館)

わらべうた講演会 (指導者向け)(中央公民館)

第1回アニマシオン講演会(中央公民館)

第2回アニマシオン講演会(中 央公民館)

平成234=(2011年 )

1月  移動図書館「七ツ塚公園」(新町)巡 回開始

絵本『ひのっ子日野宿発見』刊行
国民読書年事業「′いにひびく朗読の世界」

(多摩平の森ふれあい館 )

後路好章 (うしろよしあき)氏講演会」
「教えて !編集長 ～若者職業指南～J

(多摩平の森ふれあい館 )

第2次 日野市子ども読書活動推進計画策定
3.11東 北太平洋沖地震による東 日本大震災、原発事故
「計画停電」のため、夜問休館 (4月 15日 まで)、

停電時間中のサービス制限
宇津木恵子、第十代図書館長に就任
節電対策のため、夜間開館を交互に週2回 開館に変更

(4月 19日 ～9月 30日 )

「日野写真散歩」会員による自主講座 「日野の野鳥写真
の楽しいスライドショー」3回連続講座 (～ 7月 )

百草図書館にCD設置開始
夏期節電実施 (～ 9月 )

ひの写真散歩写真展「水辺を歩けばJ(中央 )

日野宿発見隊夏祭り

「平成23年度 日野市立図書館の運営状況に関
する評価書」公表

小学校学級文庫への貸出試行 (24年 3月 まで)

講演会「子どもと楽しむ科学あそび 風車をまわ

そう」(多摩平の森ふれあい館 )

延滞による貸出。予約停止措置の開始 日を60日

から21日 に短縮
日野ヤングスタッフによる本の紹介イベント

「B00Kパレード」(たまだいら児童館ふれつしゅ)

ひの写真散歩写真展「足をのばして」(高幡)

講演会「わらべうたで遊ぼう」
(平山季重ふれあい館 )

講演会「わらべうたで遊ぼうJ

(豊田地区センター)

まちかど写真館inひの
一万願寺・万願荘。東町方面―

9月

3月

4月

10月

11月

2月

3月

4月

12月

平成24年 (2012年 )

1月  講演会「手ぶくろで遊ぼう」

月

月

(多摩平の森ふれあい館)

来館者アンケート実施 (多摩平。百草)

図書リスト『赤ちゃんとたのしむえほん』
『お子さんとたのしむえほん』発行

図書館利用案内 (平L幼児の保護者向き)発行
ひの写真散歩写真展「散歩の途中で見つけた

商店」(市役所)

ひの写真散歩写真集第1集『散歩の途中で見つけ
た商店』刊行

ひの写真散歩写真集第2集『 日野の今を伝える
(2002～ 2012)』刊行

写真集『まちかど写真館hひの 第二集』刊行
日野ヤングスタッフによる本の紹介イベント

「B00Kパレード」(高幡図書館)

月

　

月

月

8月

月

　

月

　

月

月
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2.蔵書数

(冊 )

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

(年度 )

注 :平成 H年度 (1999年度)ま では受入明細統計、平成 12年度 (2000年度)からは電算出力統計による。

3。 経費

決算額 (千円)

韓 図書館経常経費
熙 図書館資料費
―‐うち図書費

― 市一般会計決算額に占める図書館経常経費の割合

800,000 1 8%

16%

14%

12%

10%

08%

06%

04%

02%

00%

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

1980 1985 1990

(年度 )

19951975

注 :建設費、土地取得費、内装 。設備工事費を除く。
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4。 人口 ◆登録率

(人 )

200,000

180,000

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

70.0%

600%

500%

400%

300%

200%

10.0%

00%

一 人口総数

■ 成人登録率

―蓼―ヽ児童登録

1986   1991

(年度 )

1996 2001

注 :成人・児童の各登録率は年度末の成人・児童各登録者数を 1月 1日 現在の人口で除して算出

注 :昭和 50年度 (1975年度)の登録者数は2年間の累計

注 :昭和 62年度 (1987年度)の登録成人・児童の各数値は推定

5.個人貸出数

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0

一 一般書(含雑誌 :冊 )

― 児童書(含雑誌 :冊 )

一 視聴覚(CD・ビデオほか:点 )

(年度 )

注 :レ コード昭和48年 (1973年)4月 ～/カセット昭和56年 (1981年 )6月 ～/
CD平成5年 (1993年)10月 ～/ビデオ平成9年 (1997年)～貸出開始

…33-



6。 施設別個人貸出数

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0

■中央
■日野
薔百草台児童
轟移動

は多摩平児童
■多摩平
踊市政

菫高幡
::平 山
P百草

３

　「・
¨̈

1985(年
度)1990

注 :図書 (冊 )。 雑誌 (冊 )。 視聴覚 (点)資料の貸出数の合計

7.団体貸出状況

(冊 )

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

120

100

80

60

40

20

0

(団 体 )

注 :平成 8年度 (1996年度)で学校への移動図書館による年間団体貸出終了
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8。 図書館を利用 しにくい人々へのサービス状況

① 障害者サービス登録者数・宅配・対面朗読サービス利用者数の推移

② テープ図書・ D AiS Y図書・点字図書の所蔵タイトル数と貸出タイトル数の推移

貸出タイ トル数

1,000        2,000

(タイトリレ)

3,000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

…凛，一・一一‥難・一一一恵
油

氣

氣

ミiii言 うテ

ミミミミミミミミミミ

‐

鵞

訛

(年度)

注 :DAISY 障害者のためのアクセシブルな情報システム

注 :平成 18年度 (2006年度)よ りDAISY図 書作成開始
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■利用登録者数

は対面朗読 (延)利用者数

人

∞

５。

００

５０

００

５。

００

５０

０。

５。

０

＜

５

４

４

３

３

２

２

１

１

2006    2007

(年度 )

2009 2010 2011



③ 相互貸出タイトル数と相互借受タイトル数の推移

注 :テープ図書 。DAISY図 書 。点字図書は、自館作成のものの他、国立

国会図書館・都立図書館 。その他自治体の図書館と相互に資料の貸借を

行つている。

講習等実績

年度

視覚障害者向け

IT講習

中途視覚障害者向け

点字講習

小学校における

点字学習支援

延べ参加者

(人 )

延べ時間

(時間)

延べ参カロ者

(人 )

延べ時間

(時間)

数

＞

校

校

学

＜

学級数

(学級)

2008 10 258 5 197 6

2009 ０
ん 323 5 58 5 18

2010 7 299 2 3 6 19

2011 7 277 7 18

注 :平成 7年度 (1995年度)よ り講習開始

注 :平成 20年度 (2008年度)よ り統計開始

相互貸出 タイ トル数

200         0     o

相互借受 タイ トル数

200        400        600

(タイトル)

1,000

平テープ図書

咆DAISY図 書

薔点宇図書
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9。 日野市の障害種類、等級別身体障害者数

(単位 :人 )

等級 肢体不 自由
音声言語

機能障害
視覚障害

聴覚平衡

機能障害
内部障害 総数

1級 278 961 1,370

2級 552 110 120 8 791

3級 566 70 ０
４

０
４ 207 915

4級 662 28 125 309 1.155

5級 201 52 253

6級 65 28 161 254

総数 2,324 101 370 458 1,485 4,738

注 :平成 24年 (2012年)3月 31日現在

注 :表中の数値は、2つ以上の障害がある障害者については、それぞれの障害等級

ごとにカウントしているので、合計数値は、身体障害者の実数とは異なる。

出典 :『 とうけい日野 第 43回 (平成 24年刊行)』

10。 日野市の外国人人口

外国人総数 2,486人

注 :平成24年 (2012年)1月 1日 現在の外国人登録者数

出典 :『 とうけい日野 第43回 (平成24年刊行)』
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11。 子ども読書活動推進事業  平成23年度 (2011年度)実績

① 事業・刊行物

② 他機関との連携

事 業 名 年月 日
△

場 参加者 (人)発行 (部 )

読み聞かせ入門講座
23.11.11

23.11.28

多摩平の森ふれあい館

高幡図書館

10人

6人

子ども読書についての講演会「子どもと楽

しむ科学あそび ～風車をまわそ う～」

講師・塚原博氏

23. 10. 29 多摩平の森ふれあい館 56人

子ども読書についての講演会「わらべ うた

で遊ぼう」 講師 。木村はるみ氏

23.11.30

23.12.14

平山季重ふれあい館

豊田地区センター

29人

38人

子ども読書についての講演会「手ぶくろで

遊ぼう」講師 。川田洋子氏
24.1.21 多摩平の森ふれあい館

29人

16人

図書リス ト発行

〈夏休みに読んでみよう !〉

23.8 500部

図書 リス ト発行

(赤 ちゃんとたのしむえほん(0,1,2歳 )〉

(お子さんとたのしむえほん(3歳 ～))

24.3 各 5000部

乳幼児の保護者向け図書館利用案内発行

「日野市立図書館利用案内～小 さいお子

さまと一緒に図書館をご利用の方へ～」

24.3 3000書椰

事 業 名 中央 高 幡 日野 多摩平 平 山 百草

夏休みジ三ニァスタッフ (中学生) 12人 8人 4人
‐
8人

中学校等職場体験実施受け入れ 5校 17人 4校 12人 3校9人 3校9人 2校4人

来館 (見学等)

小中学校 6校 4校 1校 2校

その他の団体 1団体 3団体 1団体

学校訪問 (小学3年生対象)実施 市内16小学校に実施

小学校における点字学習支援

(小学4年生対象)

市内 7小学校 18ク ラスに実施

市内大学へ児童サー ビス関連講義

に講師として出張
1回 1回 1回

保護者等の団体へ読み聞かせ講座

に出張
2団体へ各 1回 (いずれも小学校 PTA)

幼稚園・保育園への配本サービス 延べ38回   貸出延べ冊数 2,540冊

学校搬送便の運行 延べ221回  貸出延べ冊数 10,038冊
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③ おはなし会の開催

中央図書館

毎月第 2水曜 日

子ども読書の日(4月 17日 )

夏休み 1回 (8月 10日 )

54 33 つ
ろ 91

高幡図書館

毎月第 1。 3水曜 日

子ども読書の日(4月 10日 )

夏休み 1回 (8月 3日 )

24 145 169 174 488 263

日野図書館

(中 央公民館 )

子ども読書の日(4月 17日 ) 1 0 3 10

多摩平図書館

毎月第 1・ 3木曜 日

子ども読書の日 (4月 17日 )

夏休み 1回 (8月 4日 )

24

98 58 303 207

毎月第 2木曜 日

夏休み 1回 (8月 11日 )

つ
４ 147

平山図書館

(平 山季重ふ

れあい館)

子ども読書の日(4月 10日 )

夏休み 1回 (8月 5日 )

つ
ん 6 15 6 27

百草図書館

毎月第 4水曜 日

子ども読書の日(4月 10日 )

夏体み 1回 (8月 24日 )

60 65 47 つ
４

″
‘ 95

合  計 89 412 384 313 1109 683

00～ 2歳児

・ 3歳から

・小学生以上

午後 3時から (多摩平図書館は午前 11時から)

午後 3時 30分から一‐

午後 4時から

出張おはなし会
保育園 。子育てひろば・児童館・

学童クラブ・子ども家庭支援センター

中央・高幡 。

多摩平・平山
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12.「 日野 ヤ ン グ ス タ ツ フ 」 の 活 動  平成 23年度 (2011年度)実績

13。 視聴覚資料の所蔵点数 。貸出点数

事  業  名 年月日 備考

日野ヤングスタッフによる本の紹介イベント

「BOOKパ レー ド ～読書の森でこんにちは～」
23.11.27

会場

たまだいら児童館ふれつしゅ

スタッフ 8人 参カロ者 10人

日野ヤングスタッフによる本の紹介イベント

「BOOKパ レード ～さようならとこんにちは

の間で～」①

24.3.27
会場 高幡図書館読書会室

スタッフ 8人 参加者 12人

日野ヤングスタッフによる本の紹介イベント

「BOOKパ レード ～さようならとこんにちは

の間で～」②

24.3.29
会場 高幡図書館読書会室

スタッフ 9人 参加者 8人

青少年世代に薦めたい図書 リス ト

「青春 BOOKWORM」 No.4～ 6作成・配布
23.5.19-

作成部数各 500部

配布先 :市内図書館、学校など

青少年世代に薦めたい図書一覧

「読書カレンダー」作成 。配布
23.10.2-

作成部数 500部

配布先 :市内図書館、学校など

青少年世代に薦めたい作家別図書リス ト

「Hino  Young  Staff' s  favorite  selection

～ t alk?t alk!t alk!～ 」 3種 (あ さのあつ

こ、伊坂幸太郎、有川浩)作成・配布

l～
作成部数各 150部

配布先 :市内図書館、学校など

注 :日 野ヤングスタッフ p.13参照

所蔵点数

10.000    5,000

(タイトル)

0      0

貸 出点数

5,000    10,000

●CD・ カセットテープ

轟ビデオソフト・DVD
(点 )

15,000   20,000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(年度)

注 :平成 16年度 (2004年 度)以降、DVD所 蔵
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14.公開している商用データベースー覧 平成 24年度 (2012年度 )

注 :商用データベース p.17参照

注 :平成 22年 (2010年)8月 利用者公開開始

15.利用者用インターネット閲覧端末の設置台数

図書館名 台数 (台 )

中央 4

高幡

曰野 2

多摩平 3

平 山 2

市政 1

百草
０
４

計 16

注 :平成 25年 (2013年)1月 1日 現在

名 称 内 容
中央図書館 2階

レファレンス室
市政図書室

官報情報検索サービス 官報掲載記事 ○ ○

Lexis Nexis 」P 判例 。現行法令など ○ ○

日経テレコン 21 日経 4紙記事、企業情報など ○ ○

コミダス歴史館 読売新聞記事 「明治 7年 (1874年)～」 ○ ○

聞蔵Ⅱビジュアル 朝日新聞記事 「明治 12年 (1879年)～」 × ○

毎 日 Newsパ ック 毎日新聞記事 「昭和 62年 (1987年)～」 × ○
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16。 利用者用インターネット閲覧端末の利用回数

20,000(1ヨ )

注 :平成 19年度 (2007年度)は平山図書館複合化工事のため閉館

17.予約 ◆リクエス ト受付件数

(件)

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

受付方法

(カウンター

インターネット等

注 :予約・リクエス ト p.15参照

注 :平成 14年度 (2002年度)ま では処理件数 (キャンセル件数は含まない)

注 :平成 16年度 (2004年度)から視聴覚資料の予約受付開始
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18。 図書 0雑誌資料の相互賞借冊数

① 僣受先と貸出先
(単位 :冊 )

② 借受冊数と貸出冊数の推移

(冊 )

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

年度

借受 貸出

都立計
東京都内

国会 他 計
東京都内

他 計
有町村 寺 区 t ′|、 計 市町村立 区 立 /1ヽ 計

2002 4.282 1.555 1.61( 6.007 1,753 1.89C 1.892

4,235 1,650 1,751 6,047 1,998 2,44[ 2,473

4.413 2,004 2.192 6.68C 2.302 2.619 2.672

4,230 2,223 2,453 6,747 2,955 3,22[ 3,232

5,089 2,263 282 2,545 7,712 3,231 3,54〔 3,572

2007 5,369 2.659 2,998 8.481 3,433 327 3.76C 3,781

4,687 2,910 262 3,172 7,981 5,078 5,48⊆ 1 5,504

2009 4.793 3.284 3.664 8.58C 8,95[ 9.68g l 9,701

2010 4,903 3,632 4,02C 9,046 8,43C 73[ 9,171 9,191

2011 4.417 3.767 4.204 8,729 8,241 8.957 8,984

注:相互貸借 p.15参照
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19.京王線沿線七市図書館連携による相互利用

① 京王線沿線七市図書館連携による相互利用の状況 (貸出数)

京王線沿線7市図書館連携利用者
合計

八王子市民 府中市民 調布市民 町田市民 日野市民 多摩市民 稲城市民

登
録
先
図
書
館

八王子市 980 499 22,15ラ 13,724 6,96C 507 44,827

府中市 6,653 8,898 1,09ラ 10,355 8,04C 6,204 41,250

調布市 3,509 ´
”

０
フ 959 2,34〔 5,471 22,142

町田市 14,573 160 343 1,021 1,10C 259 17,462

日野市 44,652 961 103 57C 7,26[ 92 53.652

多摩市 83,952 8,693 1,466 19,282 42,798 19,343 175,534

稲城市 7.137 58.522 10,012 31,97C 5,607 52,026 165,28〔

合計 160,476 78,665 21,321 75,60〔 74,464 77,746 31,876 520,15〔

② 京王線沿線七市図書館連携による相互利用の状況 (登録者数)

注 :京工線沿線七市図書館連携 p.25参照

注 :平成 23年度 (2011年度)実績

注 :図書 (冊 )。 雑誌 (冊 )。 視聴覚 (点)資料の貸出数の合計

出典 :京工線沿線七市図書館連携協議会集計による。

(単位 :人 )

注 :平成 20年 (2008年 )4月 から平成 24年 (2012年)3月 までの累計値

出典 :京工線沿線七市図書館連携協議会集計による。
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20。 レファレンス受付件数の推移 (館別 )

注 :平成 20年度 (2008年度)よ り全館で統計開始

21.レファレンス受付件数 (内容別)平成23年度 (2011年度)実績
(単位 :件 )‐

日野市に

ついて

多摩地区に

ついて
地方行政関係 一般質問 総数

1,348 407 1,695 3,585

注 :全館分
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22.図書 館 報 「 ひ ろ ば 」 の 発 行  平成 23年度 (2011年度)実績

発行回数 (回 ) 発行 (部 )

延べ 16,280

●
●

●
ι テーマEIJ晨示の展開

中央図書館

平成 23年度 (20‖ 年度)実績

震災関連図書

食育 (ミ ニ展示)

地デジ化をむかえて

ひろば特集号 「イタダキマス !」

子育て支援
10月 ～ H月

坂木司特集

祝祭
12月 ～ 1月

高齢者向け 「セカンドライフの楽 しみ方」

高幡図書館

4月 ～5月 わたしは女優

5月 ～ 7月
子育て支援

震災関連図書

8月 ～9月 世界遺産

10月 ～ 11月 温泉

12月 ～ 1月 映画化 された文学作品

2月 ～3月
高齢者向け「セカンドライフの楽 しみ方」

自殺防止

日野口書館

常設展示 新選組 。日野宿関係資料
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多摩平図書館

4月 物書きの娘たち

4月 ～9月 震災関連図書

5月 ～8月 どんな本読もうかな ?

9月 自殺防止

9月 ～ 12月 江戸で遊ぼう !

10月 -11月 食育 (ミ ニ展示)

1月 高齢者向け「セカンドライフの楽 しみ方」

2月 ～3月 もう一度読み返したいあの作家。新しい出会いも。

平山図書館

4月 -5月 誕生 日

6月 -7月 物書きの娘たち

8月 ～9月 夏を涼 しく !

10月 ～ 11月 食育 (ミ ニ展示)

12月 ～ 1月 坂木司特集

2月 -3月 ひろば特集号 「イタダキマス !」

常設展示 「平山季重」関係の本、環境問題に関する本

百草図書館

6月 震災関連図書

12月 ひろば特集号 「イタダキマス !」

2月 ～3月 坂木司特集

3月 自殺防止

注 :テーマ別展示 p.20参照
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24。 「日野宿発見隊」の活動   平成23年度(2011年度)実績

活動内容 年月 日 会 場 参カロ者 (人)発行 (部 )

日野宿発見隊通信第 8号発行 23.6.1 1000部

第 33弾 「日野宿蔵めぐり」 23.6.11 日野宿内 28ノ｀

第 34弾 「日野の用水であそぼう !」 23.7.30 日野用水 39ノに

第 35弾 「日野宿夏祭 り」 23.8.28 日野宿交流館

第 37弾 「人坂の祭 り写真展」
23.9.1

(～ 10月 )

人坂神社玉垣

第 38弾 「用水を清掃しよう !」 23.11.26 日野用水 4人

第 36弾 「まちかど写真館 inひの ―万願寺・万

願荘 。東町方面 ―」
23.12.1

日野宿発見隊通信第 9号発行 24.3.1 1000部

写真集『まちかど写真館 inひの 第二集』刊行 24.3.10 1000部

第 40弾「まち歩き会 万願寺・万願荘 。東町方面」 24.3.24 15ノ｀

注 :日 野宿発見隊 p.23参照
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25。 大学図書館との連携

① 実践女子大学図書館・実践女子短期大学図書館とのあゆみ

注 :大学図書館 との連携 p.25参照

実践女子大学図書館・ 実践女子短期大学図書館からの借用冊数

(単位 :冊 )

注 :借用した本は日野市立図書館内でのみ閲覧できる (館外貸出不可)。

注 :平成 19年 (2007年)9月 協定。平成 20年度 (2008年度)よ り統計開始

平成 19年 度

(2007年度)

19,9.20 「図書館の相互協力に関する協定書」の取り交わし

19.10.1 協定書に基づく相互協力開始

平成 20年 度

(2008年度)

20.7.22 第 1回 連絡会

20.9.24

講習会 「インターネットで文献探索」を実施

場所 :実践女子大学図書館

参カロ者 :日 野市立図書館職員

21.1 第 2回 連絡会

平成 21年度

(2009年 度)

21.10.27 第 1回 連絡会

22.1.13 第 2回 連絡会

平成 22年 度

(2010年度)

22.5.19 第 1回 連絡会

22.7.2
実践女子大学図書館見学会

参力日者 :日 野市立図書館職員

22.10.7

日野市立中央図書館見学会

参加者 :実践女子大学図書館職員

第 2回 連絡会 (見学会終了後)

22.11.13-14

常盤祭 (大学祭)に参加

「日野ヤングスタッフ☆ ドリームスクラム 2009-冊
の本からたくさんの出会い」展示

平成 23年 度

(2011年度)

23.4.26 第 1回 連絡会

23.10.28 第 2回 連絡会

23.11.12-13

常盤祭に参加 (図 書館内)

作家、坂木司の作品を、「【青空展示】坂木司氏コーナ

ー」で紹介 (11-月 30日 まで展示)       _

②

年度 合 計

2008 5

2009 9

2010 7

2011
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