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❉喜平橋周辺❉
喜平橋は、玉川上水にかかる橋の一つで「上
水記三」
（寛政三年（1791））には『鈴木新田持
場 喜兵衛橋』と記されています。
喜平橋では、玉川上水に並行する「五日市街
道」と昭和 46 年（1971 年）に完成した「あか
しあ通り」が交差し、警察学校方面へは桜並木
が伸び、春には桜がきれいです。
参考：
「上水記」、
「東京市史稿上水篇 第二」
（臨
川書店）、
「玉川上水 橋と碑と」
（クオリ）ほか
北東側から見た喜平橋。左手には商店が見える。
（昭和３０年撮影）
【 喜 平 橋 を 西 側 か ら 見 る 】

昭和 32 年（1957）

昭和 56 年（1981）
＊これらの写真は郷土写真資料として収集しています。

仲町図書館の建て替えについて
中央図書館長

松原悦子

仲町図書館は、小平市の初めての図書館として昭和５０年５月に開館しましたが、現在、近隣の仲町公
民館との合築による建替えを進めています。 新しい仲町図書館は、
「人と情報の出会いの場」を基本コン
セプトとし、図書館・公民館それぞれの資源を活かした相乗効果を生みだす多機能的な、そして、多様な
人々が集う場となることを目指しています。
昨年度に市民の皆様、関係団体のご意見・ご要望を伺いながら、基本設計をまとめました。誰でも気軽
に訪れることができ、また、緑豊かな周辺環境に溶け込むような、さらに地域のシンボルとなる建物を考
えています。図書館は、地下１階、地上３階の建物の主に２、３階部分となります。ゆったり感のあるス
ペース、インターネット開放端末の設置、IC タグ添付の蔵書管理による館内での自由閲覧など、より利用
しやすい図書館となります。
今後は、実施設計、解体・建設工事を経て、平成２６年度にはリニューアルオープンする予定です。
工事期間中は休館するためご不便をおかけしますが、新しい図書館の誕生を楽しみにお待ちください。

図書館を支える人
～図書館ボランティア～
中央図書館には、本の修理やおはなし会用プレゼント作
り、新聞の広告整理などをお手伝いしてくださるボランテ

おはなし会のプレゼント
（折り紙で作ったお化け）

展示用の飾り

ィアさんがいらっしゃいます。
Bさん：子どもが読む本の修理は特に熱が入ります。子ど
もの成長はとても早いので成長段階にあわせた本がいつ
でも見られる状態にしておくように努めています。
Dさん：自分の作ったプレゼントが子どもの手に渡ったと
きの笑顔を想像するとなるべく早く作り、たくさんの子ど
もたちに届けてあげたいと思います。
図書館ボランティア（おはなし会のプレゼントづくり）

みなさんひとつひとつの仕事に色々な思いを込め
て、一生懸命お手伝いしていただいています。

小平市では平成１６年に図書館サービスの多様化と充
実に対応し、市民参加を促進するために、図書館ボランテ
ィア講座を開催しました。その後２回の懇談会を経て、平
成１７年にボランティアを募集し、本格的に活動が始まり
ました。平成２１年１０月には再度ボランティアの募集を
行い、平成２３年４月現在１５人の方が修理講習で技術を
習得し、図書館職員と連携を取りながら週１～２回程度活
動をしています。

インタビュー
Q なぜ、ボランティアをしようと思ったのですか？
Aさん：図書館が好きで、スムーズに運営できるように少
しでも社会貢献をしたいと思ったからです。

児童書の修理中（竹ぐしを使ってのりをつけてます）

Bさん、Dさん：図書館で働きたいという思いがあり、本の
修理に興味がありました。募集をみて、これなら自分にも
できると思ったのと、Aさんと同じように図書館の役に立
ちたいと思い、始めました。
Cさん：図書館の雰囲気が好きで、ボランティアをする事
によって本が身近に感じられるのではないかと思い、始め
ました。
皆さんに共通する事は「役に立ちたい！本が好き。」

書き込みのあった本は
１ページずつ消しゴムで
消していきます。

修理に慣れてくると、そ
れぞれ工夫がでてきます。

という事でした。
図書館には貸出業務だけでなく、本を修理したり、おはな
Q やりがいを感じるときはどんなときですか？

し会のプレゼントを作ったりと、図書館の運営を影で支えて

Aさん：一時期ボランティアの人数が減少したときに、危

いる方が大勢います。このように図書館の運営は、市民の

機を感じました。自分が行かなければボランティアはな

方も一体となって取り組んでいます。そして、新しい本を購

くなってしまうかもしれない。自分が続けていく事で他の

入するだけでなく、長い間本を読み続けてもらうための

人も来るようになるかもしれない。継続は力なり！と自分

様々な工夫がされています。

に言い聞かせ、続けてきました。そしてボランティアが増
えてきたときや、おはなし会のプレゼントなどの作ったも
のが形になったときやりがいを感じます。

※現在のところボランティアの募集については未定です。

図書館の謎

リクエスト本を探せ
朝はインターネット等で予約された本を用意

ミステリー １０

する時間でもあります。職員は予約リストを手

＜図書館は開館前の準備で何をしているので

に持ち本棚に向い、1 冊 1 冊本を探します。

しょうか？＞

予約の本が見つかると、メール連絡、電話連
絡へ分け、利用者へ連絡をします。毎日概ね 95

図書館をよく利用している方にも開館前の図
書館が何をしているのかは、意外と知られてい
ないのではないでしょうか。図書館の朝は、開
館 1 時間半前から始まります。今回は中央図書

件のメール送信、30 件の電話連絡を行っていま
す。
これ以外にも、他の図書館で受取希望の本は
交換便を使って移送を行います。

館の様子を紹介します。

本を本棚へ戻し、きちんと整理しよう
ブックポスト・交換便の処理
朝ブックポストを見ると、箱いっぱいに本が
返ってきています。1 冊ずつ、本の中に何か挟

返却された本はエタノールで表紙を拭いて清
掃された後、毎朝全員で本棚の分類番号順に間
違いがなく、正しく戻します。

まっていないか、ページが外れていないかなど

また、違う場所の本が紛れていないか、本棚

をチェックし、本の返却処理をします。また、

が乱れていないかを点検しながら、本を手前に

配達された新聞を整理し、新聞閲覧コーナーに

揃えて見やすくするなど、きちんと整理を行い

並べます。

ます。本が分類番号どおりの場所にないと、本

さらに、市内の他の図書館から交換便で送ら

が見つからず、利用される皆様にご不便をかけ

れてきた返却本と予約本、雑誌、ＣＤ等を処理

ることになるため、これらの作業は大切な仕事

します。本などはコンテナボックスに入って届

と心掛けています。

き、多い時には、コンテナが職員の身長より高
く積み上がっていることもあります。

このような作業を行っていると、もうすぐ開
館時刻の１０時に・・・。

最後に…
利用者の皆様が使いやすく快適に図書館を利
用できるようよう、全職員で毎朝準備に取り組
んでいます。

交換便の処理作業

返却で戻ってきた資料などは、児童書、一般
書、雑誌などに区別し、再度返却処理を行って
います。

本を本棚へ戻す様子

小平市立図書館では、学校の総合学習支援として、授業で使う調べ学習用の図書を市内の小・
中学校に貸出しています。学校の先生や学校図書館協力員から貸出の依頼を受けると、担当館の職
員が本集めを開始します。利用する本のリスト等がない場合でも、先生や協力員と相談しながらテ
ーマに沿って関連の本を選んでいます。今まで多かったテーマは、「バリアフリー」、「かいこ」、
「戦争」、「お米」、「職業調べ」など多岐にわたっています。
貸出しされた図書は、図書館と学校を結ぶ配送便で学校に届けられ、返却も回収便が回ります。
利用は年々増え、平成２２年度は、小学校へ延べ１３１件、６，１１８冊、中学校へ延べ８件、
５３６冊を貸出しました。
調べ学習用図書の貸出しのほか、学級文庫用として団体貸出しも行っています。
※テーマ「バリアフリー」ではこんな本を貸出しました。
『障害を知る本－子どものためのバリアフリーブック』

稲沢潤子

『バリアフリーの本－「障害」のある子も“みんないっしょに”』 竹内恒之
『朝子さんの一日－目の不自由な人の生活を知る絵本－』

永原達也

大月書店
偕成社
日本児童教育振
興財団

給食終了のチャイムがなると同時に、図書室には大勢
の生徒が押し寄せます。曜日で決まっている当番の図書
委員が次々とやって来て、手際よく返却、貸し出しの手
続きをしていきます。その横では、学校図書館協力員が
図書室内に目を配り、図書委員にアドバイスをしてくれ
ます。
上水中の図書室はここ数年で見違えるように整備され
ました。週 3 回来ていただいている協力員には、本の整
理以外にも図書室のディスプレイ全般をお願いしています。１年生には、入学したらすぐ図書室
オリエンテーションの時間があります。そんな取り組みもあって、明るく入りやすい図書室とし
て好評です。
図書室に置いてある本は、生徒からのリクエストをなるべく生かして選定しています。図書
委員会も活発に活動していて、学期に一度はアンケートを取り、毎月「図書だより」を発行し
ています。蔵書数は生徒の人数に対してまだ十分ではありませんが、昨年度は、生徒一人が平
均８冊図書室から借りていて、よく利用されました。
放課後は、会議のある水曜日以外開館されます。協力員のいない金曜日は、ボランティアの
お母さん方が二人ずつ 4 時から 5 時までいてくれます。
また、4 月からは放課後の学習会も図書室で行うようになりました。学年ごとの日替わりで
す。学年の先生にわからないところをじっくり教えてもらえるので、普段の授業とはまた違っ
た良さがあるようです。
上水中では、毎朝のスタートは 10 分間読書で始まります。昨年から全校体制で取り組んでい
ますが、どのクラスも多くの生徒が自分で用意した本を静かに読んでいて、落ち着いた雰囲気
の中で学校生活が始まります。
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仲町図
図書館 特集
集
小平市にはじ
じめて図
図書館が
ができた！
36 年前の
の昭和 50 年 5 月 18 日（日
日）に小平市
市図書館（現・仲町図
書館）が、小平市で初の
の図書館とし
して開館しました。開館日
日には、
朝早くから子どもたちが
が続々と集ま
まり、図書館
館を取り囲むよ
ように行
列ができました。図書館
館前の歩道は
は開館を待つ人たちであふ
ふれんば
かりで、開
開館予定時間を
を繰り上げて
ての開館となりました。

図書館 開
開館！

開
開館を今か今
今かと待つ子
子どもたち

比べてみ
比
みよう！
開
開館当時
時と現在
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１階書
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貸出機

開館
館当時

昭和５１年
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★ 柱時計
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や 本棚
本
に注目
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小平市図書館
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毎年
年１２月
月はお
おたのし
しみ会
小平
平市図書館が開館した翌月
月から、おは
はなし
会が始
始まりました。12 月のク
クリスマスの
の時期
には、おはなし会の
のスペシャル
ル版として、毎年
おたの
のしみ会を行
行ってきました。

昭和 57 年 12 月 14 日のおたのしみ
み会

講演会・展示
3 階の会議室で
階
で、講演会や
や

「古地圖
圖展

展示を
を行いました。

―江戸
戸から東京―」
昭和 52
2年
12 月３日～８日

「シ
シルクロード
ドと
日本の美展
展」
講演
演会「子育て
てと絵本」
さね
ねとう

あきら
ら

昭 52 年
昭和

さん

11 月５日～1
10 日

平成
成 8 年 3 月 16 日

新仲町
町公民
民館・図
図書館
新しく生まれ変わる仲町図書館
仲町図書館の場所に、平成
成２６年度、
現在の仲
公民館との
の複合施設としてオープンする予定
です。新し
しい仲町図書
書館の完成を、楽しみに
お待ちくだ
ださい。
新仲町公民館
館・図書館の
の完成模型
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館だより
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