
 

 

沿革 

昭和21年10月 1日 中央 岡山県立倉敷図書館開館 

昭和23年 4月 1日    児島市制 

昭和24年 3月 1日 玉島 玉島町立図書館開館 清滝寺本堂に設立 玉島文化クラブ

に運営委託 

昭和26年 3月20日 中央 岡山県立図書館倉敷分館と改称 

昭和26年 5月12日 玉島 阿賀崎新青年学校跡地に移堂 町立町営の図書館 

昭和27年 1月 1日    玉島市制 

昭和29年10月17日 玉島 巡回文庫を創設 

昭和32年 7月 9日 中央 岡山県総合文化センター倉敷分館と改称 

昭和35年10月 1日 中央 元倉敷市教育委員会事務局庁舎跡へ移転 

昭和39年 3月20日 玉島 玉島市立図書館開館 

昭和39年 5月 1日 中央 元倉敷電報電話局跡へ移転 

昭和42年 2月 1日    ３市合併（倉敷，児島，玉島） 

昭和42年 4月 1日    倉敷市立図書館条例公布 

昭和43年 4月 1日 中央 倉敷市立倉敷図書館と改称 

昭和43年 6月12日 玉島 巡回文庫自動車購入（名称：良寛号） 

昭和46年 5月 1日 中央 児童室を開設（3階） 

昭和48年 4月      貸出し数一人2冊以内 

昭和48年 6月19日 児島 倉敷市立児島図書館開館 

昭和49年 5月 1日 水島 倉敷市立水島図書館開館 

昭和50年 4月      貸出し数一人4冊以内 

昭和56年 5月   児島 移動図書館車運行（名称：児島ライオンズ号） 

昭和58年 4月13日 水島 建物の老朽化に伴い解体撤去 

昭和58年 7月18日 水島 旧図書館敷地内にプレハブ仮設図書館を設置 

昭和58年11月 3日 中央 倉敷市立中央図書館開館 

中央 コンピュータ運用・館内ビデオ視聴開始 

貸出し数一人8冊以内 

昭和58年11月17日 中央 移動図書館車運行（名称：ファミリー号） 

昭和60年 1月17日 中央 視覚障がい者への録音図書の無料郵送開始 

昭和60年 5月 7日 水島 倉敷市立水島図書館新館開館 

昭和61年12月 2日 中央 第１回倉敷市都市建築優秀賞受賞 

昭和62年 3月19日 中央 第２回日本図書館協会建築賞の特定賞受賞 

昭和63年 5月23日 玉島 倉敷市立玉島図書館新館開館 

市内4図書館コンピュータオンライン稼動 

昭和63年 9月 1日 玉島 館内ビデオ視聴開始 

平成 4年 6月 2日 児島 館内ビデオ視聴開始 

平成 5年 1月 6日 玉島 良寛号廃車・移動図書館車運行（名称：てまり号） 

平成 5年 4月24日    ライフパーク倉敷図書室開館 

平成 5年 4月25日    利用者端末設置（中央2台，地区館1台） 

平成 5年 4月27日    貸出し数一人20冊以内 



 

 

平成 6年 3月18日 児島 移動図書館車（児島ライオンズ号）廃車 

平成 6年 4月 1日    移動図書館集中管理（てまり号を中央へ） 

平成 6年 7月 1日 水島 館内ビデオ視聴開始 

平成 7年10月 1日    除籍資料の再利用に関する要綱制定 

平成 7年11月24日    除籍本リサイクル会開始 

平成 8年11月26日 中央 移動図書館車（ファミリー号）更新 

平成 9年10月 2日    開館時間延長試行開始（木曜日午後7時まで 

平成 9年12月10日    ビデオ貸出し開始（一人2本以内１週間） 

平成10年10月27日    ライフパーク倉敷図書室とオンライン開始 

平成11年 4月 1日    開館時間延長本格実施（木曜日午後7時まで） 

平成11年11月 1日    岡山県図書館横断検索システム運用実験開始に参加 

平成12年 1月 5日 中央 市営駐車場1時間無料化開始 

平成12年 4月 1日    重度身体障がい者（1・2級）図書郵送貸出し開始 

平成12年 7月13日 船穂 船穂町立図書館開館 

平成12年 7月13日 真備 真備町立図書館開館 横溝正史コーナー・天文コーナー設置 

平成13年 4月20日    郵送貸出し条件緩和（心身障がい者1～4級） 

録音図書貸出し条件緩和（心身障がい者・高齢者） 

平成14年 4月23日  中央 子どもの読書活動優秀実践図書館・文部科学大臣表彰 

平成15年 4月 1日 中央 図書館所蔵のＤＶＤ・ＣＤ貸出し開始 

（一人合わせて2本まで1週間） 

日曜日の開館時間変更・祝日開館・館内整理日移行 

平成16年 3月      倉敷市子ども読書活動推進計画策定 

平成16年 4月 1日    半年以上延滞資料のある利用者への貸出し停止措置 

開始 

平成16年10月27日    新システム稼動 

インターネット・利用者端末から予約受付 

視聴覚資料貸出し拡大（一人合わせて4点まで2週間） 

平成17年 2月20日    公民館図書室で貸出し・返却開始 

平成17年 6月      公民館図書室・学校図書館とのオンライン開始 

（学校図書館は資料検索のみ） 

平成17年 8月 1日    1市2町合併（倉敷，船穂，真備） 

平成17年 9月 6日 児島 児島図書館アスベスト対策のための閉館 

（平成17年9月6日～平成18年1月4日） 

平成17年10月 5日  児島 旧児島高校に仮設図書館開始 

（平成17年10月5日～平成17年12月17日） 

平成18年 4月 1日    船穂・真備図書館とのオンライン開始 

            船穂・真備地区の公民館図書室での貸出し・返却開始 

特別文庫の整理（玄石・甕江 その他の文庫） 

（平成18年4月1日～平成19年3月31日） 

平成18年 5月      船穂・真備図書館への資料搬送のためメールカー更新 

平成19年 1月   中央 中央監視装置の更新 



 

 

平成20年 1月   中央 ＩＣタグ一部導入 

ＩＣタグゲート監視システム稼働 

平成20年 3月      メールサーバーの導入 

平成20年 4月      休館日変更（第3日曜日開館，第3日曜日の翌日閉館） 

平成20年 5月20日    2ヶ月以上延滞資料のある利用者への貸出し停止措置開始 

平成21年 1月   中央 子育て支援コーナーの開設（以降倉敷市全館に設置） 

平成21年 3月      第2次倉敷市子ども読書活動推進計画策定 

平成21年 8月 4日 玉島 ＩＣタグゲート監視システム稼働 

平成22年 3月   中央 闘病記コーナーの設置 

玉島            〃 

船穂 農業支援コーナーの設置 

平成22年 3月 2日 水島 ＩＣタグゲート監視システム稼働 

  平成23年 2月 1日 真備 農業・園芸コーナー設置 

  平成23年 4月 1日 中央 毎月第一月曜日開館開始 

水島      〃 

児島      〃 

玉島      〃 

  平成23年 5月10日 船穂 ＩＣタグゲート監視システム稼働 

           真備      〃 

  平成23年10月 1日 児島 児島市民交流センター、図書館・ホール棟4階建て 

1・2階部分に新築移転オープン 

開館時間の変更（月～土9：00～19：00、日祝9：00～ 

17：00）  

ＩＣタグゲート監視システム稼働 

              ビジネス支援・闘病記コーナー設置 

           玉島 時代小説コーナー設置 

  平成24年 3月 1日    ＩＣタグに対応した新システム稼動 

    平成24年 9月   中央 ビジネスサポートコーナー設置 

平成25年 2月19日    郵送貸出し・録音図書貸出し条件緩和（精神障がい者） 

平成26年 3月      第3次倉敷市子ども読書活動推進計画策定 

平成26年 4月 1日    高梁川流域図書館相互利用サービス開始 

1ヶ月以上延滞資料のある利用者への貸出し停止措置開始 

平成27年 4月18日    こども読書通帳配布開始 

平成27年 7月 1日 中央 開館時間の変更（月～土9：00～19：00，日祝10：00～18：00） 

         水島      〃 

         玉島      〃 

平成27年 9月 1日    高梁川流域図書館相互返却サービス開始 

平成27年 12月   玉島  ビジネスコーナー設置 

平成29年 6月～11月   第1回「郷土の魅力発見！図書館を使った調べる学習コンク 

ール」実施 

平成29年 9月 1日    雑誌スポンサー制度導入 



 

 

平成30年 2月   水島 ビジネス支援コーナー設置 

平成30年 7月 7日 真備 平成30年7月西日本豪雨により被災 

     7月7日～8日  全館で臨時休館 

7月12日～31日  全館で臨時休館 

         8月～9月    真備を除く全館で業務縮小開館 

平成30年12月    真備 真備地区への移動図書館車試行運行実施 

平成31年 1月   真備 仮設住宅、真備公民館への移動図書館車本館運行開始 

平成31年 3月 1日    新システム稼働 

            40冊までの予約冊数制限開始 

平成31年 3月      第4次倉敷市子ども読書活動推進計画策定 

令和元年 7月23日 真備 仮設真備図書館を真備公民館に開設 

（予定） 

令和2年12月    真備 建物修繕完成予定 

令和3年 1月以降  真備 開館予定 

         


