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中央図書館が２０歳になりました 
平成 27年４月、武蔵野市立中央図書館は新築 20年を迎えました。 

～ 武蔵野市立図書館の歩み ～ 

昭和 21年 ８月 武蔵野町立第四小学校の教室を利用し、武蔵野町立図書館として発足 

昭和 22年 11月 市制施行に伴い、武蔵野市立図書館と改称 

昭和 23年 ９月 市立第四小学校より（旧）市役所北側の軍政部読書室の隣接室へ移転。 

その後改築。図書 6,000冊、雑誌、官報、新聞等所蔵 

昭和 33年 10月 曝書（図書特別整理）実施。蔵書数 21,000冊 

昭和 38年 ７月 新図書館開館、武蔵野市立武蔵野図書館と改称 

昭和 42年 ５月 読書の動機づけ指導開始 

昭和 51年 12月 増築改装工事開始 

昭和 52年 ４月 新装開館。閉架式から開架式、ブラウン方式＊に移行 

昭和 54年 ９月 増築工事開始。55年３月に新装開館 

昭和 56年 １月 土曜日の閉館を正午から午後５時に延長 

昭和 57年 ５月 武蔵野市立西部図書館開館 

武蔵野市立武蔵野図書館から武蔵野市立中央図書館に名称変更 

昭和 60年 10月 

昭和 60年 12月 

杉並区、三鷹市、武蔵野市の図書館相互利用開始 

電算システム稼働開始 

昭和 62年 11月 武蔵野市立吉祥寺図書館開館。３館で午後７時まで夜間開館開始 

（中央・吉祥寺は火・水・金曜日、西部は火・金曜日） 

平成１年  ７月 第１回としょかんこどもまつり３図書館で開催 

平成４年  ５月 多摩地区で初めて、中央・吉祥寺図書館平日午後８時まで開館 

平成６年  ７月 武蔵野市、三鷹市、小金井市、田無市、保谷市の５市行政連絡協議会 

「図書館相互利用」開始 

平成７年  ４月 吉祥寺北町４－８－３（現在地）に新築移転 

             ＊ブックカードと貸出券、期限票などを使って貸出管理する方法。 

          プライバシーを保護できるという利点がある。 

 

http://www.library.musashino.tokyo.jp/
http://www.library.musashino.tokyo.jp/m/


～ 図書館２０年の歩みと一般図書人気ベスト３ ～ 

平成７年度 ４月  現在の地に中央図書館開館。 

 書 名 著者名 出版社 

１ ソフィーの世界 ヨースタイン・ゴルデル 日本放送出版協会 

２ アクシデント 上・下 ダニエル・スティール アカデミー出版 

３ 犠牲（サクリファイス） 柳田邦男 文藝春秋 

 

平成８年度 ２月  中央図書館の来館者が 100万人を超える。 

１ 脳内革命 春山茂雄 サンマーク出版 

２ 恋 小池真理子 早川書房 

３ ふたり 唐沢寿明 幻冬舎 

 

平成９年度 10月  除籍資料リサイクル実施。10年１月、電算システム入替。 

１ 少年Ｈ 上・下 妹尾河童 講談社 

２ レディ・ジョーカー 上・下 高村薫 毎日新聞社 

３ 失楽園 上・下 渡辺淳一 講談社 

 

平成 10年度 12月  中央図書館の来館者が 200万人を超える。 

１ レディ・ジョーカー 上・下 高村薫 毎日新聞社 

２ 少年Ｈ 上・下 妹尾河童 講談社 

３ 鉄道員（ぽっぽや） 浅田次郎 集英社 

 

平成 11年度 ３月  ＩＳＯ１４００１（環境マネジメントシステム）の認証を取得。 

１ 五体不満足 乙武洋匡 講談社 

２ 理由 宮部みゆき 朝日新聞社 

３ 鉄道員（ぽっぽや） 浅田次郎 集英社 

 

平成１2年度 ８月  中央図書館の来館者が 300万人を超える。 

                    10月  祝日開館開始（休館日-金曜日、館内整理日-第一水曜日に変更）。 

１ 五体不満足 乙武洋匡 講談社 

２ だから、あなたも生きぬいて 大平光代 講談社 

３ 永遠の仔 上・下 天童荒太 幻冬舎 

 

平成１3年度 10月  貸出冊数を 10冊に拡大。 

                   11月  ホームページ開設。（利用案内、蔵書検索、新着図書案内機能等） 

１ 模倣犯 上・下 宮部みゆき 小学館 

２ 話を聞かない男、地図が読めない女 ｱﾗﾝ&ﾊﾞｰﾊﾞﾗ・ピーズ 主婦の友社 

３ 天国への階段 上・下 白川道 幻冬舎 



平成１4年度 ４月  図書館運営委員会設置。 

子どもの読書活動優秀実践図書館表彰を受ける。 

                    ５月  むさしのブックスタート事業開始。 

１ 模倣犯 上・下 宮部みゆき 小学館 

２ 理由 宮部みゆき 朝日新聞社 

３ 話を聞かない男、地図が読めない女 ｱﾗﾝ&ﾊﾞｰﾊﾞﾗ・ピーズ 主婦の友社 

 

平成１5年度 ４月  武蔵野市図書交流センター設置。                           

１ 模倣犯 上・下 宮部みゆき 小学館 

２ 海辺のカフカ 上・下 村上春樹 新潮社 

３ ハリー・ポッターと炎のゴブレット 上・下 Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社 

 

平成１6年度 ３月  第１回読書感想作品募集事業（愛称「ドッカン」）記念講演会開催。 

１ 世界の中心で、愛をさけぶ 片山恭一 小学館 

２ バカの壁 養老孟司 新潮社 

３ 誰か 宮部みゆき 実業之日本社 

 

平成１7年度 ７月  ３館に利用者用インターネット開放端末設置。 

    ９月 ホームページから貸出中の図書・雑誌の予約開始。 

                   11月  視聴覚資料の予約開始。                    

１ ダ・ヴィンチ・コード 上・下 ダン・ブラウン 角川書店 

２ 日暮らし 上・下 宮部みゆき 講談社 

３ 魂萌え！ 桐野夏生 毎日新聞社 

 

平成１8年度 12月 子ども文芸賞を創設。 

１ 東京タワー リリー・フランキー 扶桑社 

２ 容疑者 Xの献身 東野圭吾 文藝春秋 

３ ダ・ヴィンチ・コード 上・下 ダン・ブラウン 角川書店 

 

平成１9年度 ５月 ホームページから市内各館に在庫の資料の予約開始。 

１ 陰日向に咲く 劇団ひとり 幻冬舎 

２ 名もなき毒 宮部みゆき 幻冬舎 

３ 赤い指 東野圭吾 講談社 

 

平成 20年度       蔵書数 ６８１，０５７冊 

１ 楽園 上・下 宮部みゆき 文藝春秋 

２ 夜明けの街で 東野圭吾 角川書店 

３ 容疑者 Xの献身 東野圭吾 文藝春秋 

 



平成 21年度 ３月 『子ども武蔵野市史』が刊行される。 

１ 告白 湊かなえ 双葉社 

２ 流星の絆 東野圭吾 講談社 

３ 夜明けの街で 東野圭吾 角川書店 

 

平成 22年度 ４月 「武蔵野市図書館基本計画」を策定。 

１月 自動貸出機・自動返却機・予約棚等ＩＣタグを活用するシステムを設置。  

３月 西部図書館閉館。 

１ 新参者 東野圭吾 講談社 

２ 告白 湊かなえ 双葉社 

３ パラドックス 13 東野圭吾 毎日新聞社 

 

平成 23年度 ７月 武蔵野市立ひと・まち・情報創造館 武蔵野プレイス開館。 

         ８月 「武蔵野市子ども読書活動推進計画」を策定。 

23年度より、図書館運営委員会において、武蔵野市立図書館の事業目標に対する評価を開始。 

１ 新参者 東野圭吾 講談社 

２ カッコウの卵は誰のもの 東野圭吾 光文社 

３ １Q８４ １・２・３ 村上春樹 新潮社 

 

平成 24年度 ３月 ホームページから障害者サービス用資料検索・予約サービスを開始。 

１ １Q８４ １・２・３ 村上春樹 新潮社 

２ プラチナデータ 東野圭吾 幻冬舎 

３ カッコウの卵は誰のもの 東野圭吾 光文社 

 

平成 25年度       蔵書数 ８３７，７６８冊 

１ 虚像の道化師 東野圭吾 文藝春秋 

２ 白ゆき姫殺人事件 湊かなえ 集英社 

３ マスカレード・ホテル 東野圭吾 集英社 

 

平成 26年度 ３月 武蔵野市立図書交流センター廃止。 

１ 夢幻花 東野圭吾 ＰＨＰ研究所 

２ 白ゆき姫殺人事件 湊かなえ 集英社 

３ ホテルローヤル 桜木紫乃 集英社 

 

平成 27年度 ４月 新築 20年を迎えました。 

７月 武蔵野芸能劇場（三鷹駅北口）にブックポストを設置。 

「吉祥寺図書館の在り方について」を策定。 

８月～20周年記念イベントや「ベストリーダーの 20年」と題して、 

２階トピックス架に図書の展示等を実施。 


