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小川駅帰宅風景 昭和 30 年撮影（飯山達雄氏寄贈写真） 

         
 

 

 

 

 

 

昭和 36 年 6月撮影                      平成 15 年撮影（定点撮影）  

【 小 川 駅 西 口 を 西 側 方 面 か ら 見 る 】                  

＊これらの写真は郷土写真資料として収集しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小平市子ども文庫連絡協議会 ４０周年を迎えて 

子ども文庫連絡協議会 今井 美代子 

「読書を通して心豊かな子ども達を」と地域のお母さん達と子ども文庫を始めてから 40 年が経つ。市内に図書館

が無かった時のことだ。公民館の児童文学講座で子どもの本が楽しく子どもの心の成長に役立つことを知った私達は、

何とか子ども達の身近に楽しい本を揃えたい、図書館があったらと考えるようになった。 

折しも市内の文庫から図書費の請願が出ていて、文庫開設の希望者も含めた形で市から図書費 50 万円が出ること

になった。都立立川図書館から千冊の団体貸出しを受け、昭和 47 年に小平子ども文庫連絡協議会を 18 文庫で発足。

その後嬉しいことに文庫開設希望者が次々に出てピーク時には 35 文庫になった。再度、図書費を受けたり市内の大

型スーパーからもご援助をいただいた。文庫の充実と市立図書館について学びながら建設にも心を配る日々だった。

昭和 50 年、心待ちにした小平市図書館が開館。文庫の子ども達と一緒に喜び合った。市の図書館建設計画に沿っ

て中央図書館、地区図書館が着実に開館していくのを、私達は嬉しくしっかり受けとめ、おはなし会などへの協力に

努めた。図書館開館にともない文庫が次第に閉じていったが、子どもの本のある地域の拠り所として 4 文庫と会員約

50 人が今も励んでいる。  

❉小川駅周辺❉ 

小川駅は、明治２７年（１８９４年）、当時の

川越鉄道（国分寺―川越）が、国分寺―東村山間

を開通したときに、小平で初めての鉄道駅として

開業されました。翌２８年には川越まで開通して

います。現在では、国分寺線・拝島線が乗り入れ、

商店街が早くから開け、周辺には大規模工場や多

くの高校、国の施設等もあり、市内では花小金井、

小平に次いで乗降客の多い駅となっています。

（参考：『小平市三〇年史』、『小平市統計書』） 



   
 

 小川西町図書館は、昭和５５年（1980 年）に小平市で 3 番目の図 

書館として開館しました。複合施設の西部市民センターの２階にあ 

ります。館のマークは、小川村にあった玉川上水からの分水を利用 

した農業用水車です。障がい者サービスを特色とし、布の絵本・布 

の遊具、点訳絵本の特別収集館となっています。今回は、障がい者 

サービスの主なものをご紹介します。 

 

 

 布地、フェルト、スナップ、マジックテープなどを使って紙の絵 

本と同じ場面を柔らかい布の上に再現したり、遊びの中でひも結び、ボタン掛けなどの機能訓練を行 

うことができる、絵本と遊具の要素を持つものです。市内在住の障がいのある子どもや障がいのある 

子どものいるグループに貸出しています。中央図書館・地区図 

書館（分室は除く）に写真入りのカタログがあり、申し込むこ 

とができます。 

 

                   

                  市販の点字と触図が付いた「てんじつき さわるえほん」と 

ボランティアの協力を得て、絵本に点字を施したタックペーパ 

ーを貼付けたものがあります。小川西町図書館にあり、目の不 

自由な方や子どもに貸出しています。点訳絵本の点字版リスト 

は、中央図書館と小川西町図書館に、活字版のリストはすべて 

の図書館（分室を除く）にあります。 

 

 

 

 

 市内在住で活字による読書が困難な方に録音図書(カセットテープ、 

※デイジー図書)やデイジー再生機の貸出をしています。また、身体障 

害者手帳 1 級・2 級の交付を受けている方には、録音図書、点字図書、 

一般図書の郵便による貸出もしています。 

 ※ＣＤにデジタル録音をしたものです。再生専用機か再生用ソフトが 

入ったパソコンで聞くことができます。 

 

 

   
小川西町図書館のマーク

  
てんじつき さわるえほん 

 
布の遊具 ふくわらい 

      

                   大きな活字を使って印刷した大活字本や朗読などのＣＤが、 

 
デイジーと再生専用機 

 
大きな活字を使って印刷した大活字本 

すべての図書館 

（分室は除く） 

にあり、どなた 

でもご利用いた 

だけます。 

 
 小平市小川西町 4-10-13（西部市民センター２階） 

  電話 042-343-1200 FAX 042-343-1217 



図書館の謎   ミステリー １１ 

＜古文書がなぜ図書館に？＞ 

開館と同時に始まった…そのわけは？ 

博物館などにある古文書は、展示ケースに入

れて一部が公開される場合がほとんど。ふだん

私たちが目にする機会はあまりありません。 

そこで、小平では古文書が地域の“生きた資料”

として市民の方々が気軽に利用できることを目

指し、図書館での整理を始めたのです。 

さらに小平にしかない大切な資料を後世にきち

んと残すため、昭和 50 年（1975 年）に開館し

た小平市図書館（休館中の仲町図書館）には耐

火耐震の古文書収蔵庫もありました。もちろん

中央図書館にもあります！ 

３７年間に整理した古文書…30,670 点 

東京都指定文化財の小川家文書をはじめ市内

の旧家から寄託や寄贈された古文書に加え、この

春には市史編さん室で整理した古文書も図書館

へ移管されて約 3万点になりました！ 

どんなふうに 30,670 点も整理したの？ 

１ 一点ずつ中性紙の封筒に入れ、封筒に内容

を記入します。 

２ 汚物・異物（ねずみのフンやクズなども）

を取り除き、殺菌と読みやすくするためにア

イロンをかけます。 

３ 紙継ぎ、付箋などのはがれを貼り直し、コ

ヨリの解けているものを綴じなおします。 

４ 分類記号を付与して、カードを作成します。 

５ 目録の原稿を作成し、解題をつけます。 

６ 古文書を一点ごとにコピーし、分類順にな

らべて目次を作り、製本して出来上がりです。 

７ 目録を印刷します。 

８ 史料集を作ります。 

…こんな地味な作業をコツコツと…３７年… 

誰でも古文書を見られるの？ 

整理済みの古文書は、中央図書館２階の地域

資料室でコピー版を閲覧できます。 

古文書は役に立つ？ 

小平に関するレファレンス、郷土資料館など

の展示会への出展や、学校の副読本への史料掲

載などにも古文書を活用しています。 

名主を務めていた小川家に残されている

御用留
ご よ う どめ

＊の中から少しご紹介しましょう。 

 ＊御用留とは、領主や代官から下達
か た つ

された触書
ふれがき

や廻状
かいじょう

などと、村方から上申した届書の控等

を記録したもの。 

お尋ね者をさがせ！ 

「大塩平八郎の人相書」 
新聞もテレビもインターネットもない時代、

触書
ふれがき

などは回覧板方式で村ごとに継ぎ送ってい

ました。触書のなかには人相書いわゆる指名手

配書も！“大塩平八郎の乱”の大塩平八郎もい

ました。あなたは彼の顔を思い浮かべることが

出来ますか？ 

一 年齢四拾五六歳  (年齢は４５・６歳) 

一 顔細長く色白キ方（顔は長く、色は白い方） 

一 眉毛細く薄き方  (眉毛は細く、薄い方) 

一 額開キ月代青キ方（額は開き、月代
さやかき

は青いほう） 

一 眼細くつり候方 (目は細く、つっているほう） 

一 鼻常体     (鼻、普通) 

一 耳常体     (耳、普通) 

一 せい常体中肉  (中肉中背) 

一 言舌さわや(か脱カ)ニ而小さキ方 

     (弁舌はさわやかで声は小さいほう) 

其
その

節
せつ

着用
ちゃくよう

 (その時着ていたもの) 

一 鍬形
くわがた

付
つき

甲
かぶと

着用  (鍬形のついたカブトを着用) 

さいごに…この結末は？ 

多摩の地域まで人相書が回った大塩でしたが、

最後は潜伏先を包囲されて自決。その結果を知

らせる廻状は回ってこなかったのか、御用留に

は書かれていません。 



 

 

子どもの頃のきもちにかえって・・・ 

大人のためのおはなし会 

図書館では、毎月定例の日に「おはなし会」（素
す

ばなしと絵本の読み聞かせ）を行っていま

す。「大人のためのおはなし会」は、ふだん子どもたちが楽しんでいる昔話や創作のおはなし

を大人の方にも楽しんでいただく会で、年２回開催しています。今年度の第１回目は、７月

５日（木）に大沼図書館で行いました。 

 

など、さまざまな感想をいただきました。みなさん、日々の忙しさを忘れ、おはなしの世界

を満喫していただけたようです。 

次回は、１１月に中央図書館で行う予定ですので、ぜひご参加ください。 

 

      学校図書館紹介   小小平平第第七七小小学学校校   

 
小平第七小学校では、今年から 1年間の読書の

目標ページを子どもたちに伝え、読書をするたび

に記録を書いています。「もう１０００ページも

いったよ！」と、うれしそうに報告してくれる子

どもの笑顔から、本の世界を十分に楽しんでいる

様子が伝わってきます。また、毎年２回の読書旬

間中には、朝の時間を使ってほぼ毎日朝読書をし

て、本に親しんでいます。図書室や廊下には、図

書委員会の書いた本のポップが掲示され、「今度

はこの本を読んでみよう！」と思えるように工夫

しています。 

秋には、兄弟学級活動の一環で、高学年が低学年に絵本の読み聞かせをします。学年によって

は絵本を朗読劇にしたり、ペープサートにしたりして、本のわくわく、どきどきする世界を低学

年の子に伝えています。この活動がきっかけとなり、本の世界に親しむ子どもたちが増え、とて

もよい機会となっています。高学年の子どもたちも、本に真剣に向き合い、「どう伝えたらこの世

界が伝わるだろう、楽しんでくれるだろう。」と悩みながらも実りある活動になりました。 

これからも、子どもたち同士が本のおもしろさ、素晴らしさを伝えあえる活動の機会を増やし

ていこうと思います。 

ふだんのおはなし会の雰囲気を味わっていただく

ため、当日は「おはなしのろうそく」を灯し、ライトダ

ウンした部屋でおはなしを聞いていただきました。 

日本、中国、イタリア、イギリスなどそれぞれの国の

昔話の面白さや、創作のおはなしのファンタジックな

世界をたっぷりと楽しんでいただきました。 

「語り手のお話に対する思いが伝わってきて、とて

も楽しかった」「声の特徴と選んだお話が合っていて

感心した」「自分もできたら楽しそうだなと思った」



 

Ｎｏ.６７ 図書館だより 付録 

 

 

  フクロウ博士の図書館活用百科    

   ～～小小平平ににつついいてて知知ろろうう～～  

           
今年は、市制施行５０周年です。今まで図書館で受けた

小平市に関わるレファレンス（調べものの相談）をご紹介

します。 

 

 

 

 

 
Ｑ１ 小平にある駅名の由来を知りたいのですが。 

 

 

 小平市にある駅は、小平駅、花小金井駅、青梅街道駅、小川駅、一橋学園駅、鷹の台駅、新小平駅

の７駅です。このうちいくつかの駅の由来をご紹介します。                      

Ａ１ 

小平駅 この駅名は地名からつけられています。小平

の辺りで一番初めに開拓された小川村の「小」いう字と

平らな土地であったということから小平と名づけたとい

うことです。 

 

花小金井駅 桜で有名な玉川上水沿いの小金井堤や小

金井公園に駅が近かったことから花小金井とついたと思

われます。駅ができてから近辺の町名が花小金井となっ

たようです。                       花小金井駅  平成 14 年撮影（定点写真） 

 

青梅街道駅 青梅街道に面してつくられたため、その名

がついています。 

 

一橋学園駅 この駅名は、以前あった一橋大学前と小平

学園の二つの駅を合併してできた駅のため、一橋と学園を

あわせてその名がつきました。なお、小平学園というのは

小平にある学園地区ということでつけられた名で、実際に

そのような学校があったわけではありません。 

 

鷹の台駅 平成 15 年撮影（定点写真）     鷹の台駅 駅の脇を通るたかの街道は徳川御三家の尾張

大納言の鷹狩り道中としてつくられた街道です。寛永年間か

ら武蔵野台地の北西一帯は将軍のお鷹場であり、鷹の台駅の

駅名もそこからきています。 



 

Ｎｏ.６７ 図書館だより 付録 

 

参考資料 

 タイトル 著者名 出版社 所蔵館 

１ 国鉄私鉄 多摩駅名の由来[改

訂版]―各駅周辺の見どころを

歩く― 

グループうつぎ 武蔵野郷土史刊行

会 

中央・花小金井・喜平 

２ 駅名で読む江戸・東京 大石学 ＰＨＰ研究所 中央・津田 

３ 小平町誌 小平町誌編纂委員

会編 

小平町 中央 

４ 郷土こだいら 第９版 郷土こだいら編集

委員会編 

小平市教育委員会 中央・花小金井・小川西町 

喜平・上宿・津田・大沼 

５ 多摩の鉄道百年 野田正穂ほか編 日本経済評論社 中央・花小金井・小川西町 

喜平・上宿 

６ 東京都の地名（日本歴史地名

体系１３） 

 平凡社 中央 

 

                    

 

 

Ａ１ 

Ｑ２ 「以前イワツバメが小平第六中学校に営巣したという記事が新聞に載った」ということ

を聞いたが、その記事を見てみたい。 

これは、「ツバメと中学生の交流 小平第六中学校の玄関にツバメの巣（1981年 6月5日 東京新聞 多

摩 21 面）」という記事のことです。 

小平市に関する新聞記事を探す際には、小平市立図書館のホームページにある新聞記事

検索が便利です。図書館で昭和５２年度から行ってきた小平市に関する記事切り抜きか

ら、どの新聞のどの日付のものかを知ることができます。ここで調べられる記事本文は、

中央図書館・上宿図書館で閲覧できます。 

（※複写サービスは上宿図書館のみとなります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

参考資料 

 タイトル 著者名 出版社 所蔵館 

１ 小平市に関する新聞記事索引 

合冊版 昭和５２年～平成２年 

小平市立図書館編 小平市教育委員会 中央 

 

 これらの他にも、小平市立図書館ホームページ(http://library.kodaira.ed.jp/)で

小平市に関するレファレンスを紹介しています（玉川上水の生物、小平の防空壕につ

いてなど）。ぜひご覧ください。 

 

 

 図書館メールマガジン配信

中。市のホームページまたは

左のＱＲコードよりご登録

ください。 

 

http://library.kodaira.ed.jp/)%E3%81%A7
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