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                                 ❉図書室から図書館へ ❉ 

     

小平に図書館がなかったころ、都立図書館の移

動図書館むらさき号が、昭和 28 年から北多摩

地域を巡回。小平では３箇所で貸出をしていま

した。昭和 39 年に現在の仲町公民館の場所に

あった小平公民館（元小平町役場）の中に図書

室が開室。昭和 47 年には福祉会館にも図書室

ができました。小平市図書館（仲町図書館）が

開館した昭和 50 年、公民館図書室やむらさき

号はその役目を終えました。その仲町図書館は

平成 26 年に新しい建物に生まれ変わります。 

（「小平市立図書館30年のあゆみ」より）  移動図書館むらさき号の巡回（昭和３４年撮影） 

                 【 小 平 町 役 場 と 公 民 館 図 書 室 】    

   
昭和 36 年頃の小平町役場（現在の仲町公民館）  公民館図書室風景（昭和 40 年）    福祉会館図書室（昭和 47 年） 

＊これらの写真は郷土写真資料として収集しています。 

 

 

 
仲町図書館のこと 

初代小平市図書館長 片山 務 
 

 明るく、大きなガラス窓からは中の本や人が見え、出入口は自動ドア、カウンターや本棚はローズ

ウッドを思わせる色調で統一され、床はベージュのカーペットと従来の小平市では考えられなかった

斬新な建物でした。 

 

 

 
 本は新刊本が５万冊、うち２万冊は児童書でした。貸出は当時最新式のフォトチャージ方式（翌年

から電算機）でスピーディに処理されました。利用カードは現在と同様のもので小学生に大人気で学

校で見せびらかし、持っていないと肩身が狭かったようでした。 

 

 

  土曜・日曜も開館、火・水も７時まで、読みたい本はリクエストでき、コピーもできる、利用しや

すいと大好評でした。職員は初めて専門職の司書を採用。 
 市民からの強い要望を受け、市の重点施策として大きな期待を受けてスタートした図書館でした

が、このように何から何まで新しい建物と運営システムは市民の圧倒的な支持を受けました。オープ

ン当日の満員電車のような混雑はしばらく続き、本棚はガラガラ「市は図書館ではなく家具屋を作っ

たのか」と皮肉を言う人もでる始末でした。 



 

１．バリアフリー 

○通路・階段に手すり・点字ブロックの設置

○音声誘導装置の設置（視覚障害者の方へ入

口から受付までの誘導） 

 

 

 

 

 

 

花小金井図書館
所 在 地：小平市花小金井１丁目８番１号 
電話番号：０４２－４６７－１２１５ 
最 寄 駅：西武新宿線「花小金井駅」（徒歩３分)

ハナコさん 

 館マークの由来 

地名のとおり「花」を

イメージしています。 

 花小金井図書館は花小金井駅から徒歩３分の東

部市民センター内にあります。移転してから５年が

経過しました。蔵書数約１０万冊・貸出数約２５万

点・リクエスト件数約５万件（平成２２年度）と地

区図書館の中で最も利用が多く、いつも利用客でに

ぎわっています。施設の北側の憩いの広場には、ハ

ナミズキなどの樹木や花壇の花々など四季を通して

楽しむことができます。

  

２．緑化の推進 

○屋上緑化により断熱化をはかる 

○２、３階テラスとバルコニーの緑化 

○花いっぱい運動により花壇を設置 

東部出張所や集会室が併設されており、屋上緑化や太陽光発電、風力発電など環境にも

十分配慮した施設になっています。 

３．新エネルギーの利用 

○太陽光発電（屋上に太陽光パネルを設置）

○風力発電（憩いの広場に設置） 

○雨水利用（トイレ洗浄水、植木の潅水
かんすい

など）

風力発電

４．照明器具 

○高効率照明器具（ＨＦ型）の導入により 

省エネをはかる 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ｑ 花小金井図書館おすすめスポットはどこですか？ 

２，３階のテラスは、四季の草花を眺めながら読書が

できるテーブル席があります。 

お天気の良い日は少し気分を変えて、屋外での読書が

楽しめるテラス席がおすすめです。 

 

Ｑ なさんに一言お願いしますみ  

季 感が感じられる居心地の良い空間づくりを心

掛け 多くの皆様が気軽にご利用いただけるよう努

力してまいります。 

節

、

手すり・点字ブロック 音声誘導装置 ２階バルコニー 花壇 

太陽光発電 高効率照明器具 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



図書館の謎                
ミステリー １１ 

＜中央図書館でひそかに美術鑑賞ができるっ

てほんと？＞ 

 

玉川上水の模型 

 

 この模型はどこにあるかご存じですか？実は、

読書室の奥に置いてあります。正式名称は「玉川

上水通船模型」です。この模型は明治 4 年の玉川

上水を復元したもので、玉川上水べりの花見のに

ぎわいと玉川上水の通船の様子が再現されていま

す｡ 
かつて短い間でしたが、玉川上水には船が通り

物流に大きな役割を果たしていました。明治 3年

4 月から行われた通船は、飲み水が汚れるという

理由により明治 5年 5月に停止されることになり

ましたが、当時の人たちにとって通船は暮らしを

豊かにするものだったため、明治 16 年頃まで再

興運動が繰り返されました。 

 また、 新
あたらし

橋（現武蔵野市）と喜平橋の間 1 里

（約 4㎞）の桜並木は名勝小金井桜と呼ばれ、明

治天皇も花見に訪れるほどの桜の名所であり、観

光地として様々なところから人が訪れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「みのり」 齋藤素巖作 

 中央図書館の玄関壁面にあるこの作品は、昭和

26 年に制作されたレリーフで、第 7 回日展に入選

しました。素巖の死後、ご家族が小平市に石膏原

型を寄贈され、その後、平成 4 年にこの作品を鋳

造しました。小平グリーンロードにある「齋藤素

巖・彫刻の小径」にも、16 基 17 作品が設置され

ています。 

   

 

「あした」 野原昌代作 

 中央図書館の前庭にあるこの彫像は、芸術作品

を広く市民に親しんでもらいたいと小平市に在住

していた彫刻家、野原昌代さんから昭和 61 年に

寄贈いただいたものです。第 14 回日展に入選し

た作品で、像の高さは 2 メートル 14 センチもあ

ります。 

     

お宝クイズ（実際に模型をみて答えをさ

がしてね！） 
Q１．玉川上水の模型で、桜の木は何本あ

るでしょうか？ 
Q２. 茜屋橋の側にある船だまりで積み

込もうとしているものは何でしょうか？ 

おわりに… 

 図書館には本だけでなく、このように見て楽し

める美術品もひそかにあります。ぜひ見に来てく

ださいね。 

 クイズの答え Ｑ１．１０８本、 Ｑ２．薪



読書、はじめのいーっぽ！

…赤ちゃんへのサービス…
 

 

図書館では月２回、健康センターで行われる３･４か月児健診の待ち時間を利用して、赤ちゃ

ん向けの絵本の紹介や手遊び、読み聞かせを行っています。また、健診時にお渡ししている「す

くすくセット」の中には、絵本リスト「よんでよんでの絵本みーつけた！」と図書館の利用カ

ードの申込書も入れてあります。会場では、図書館で行っている「絵本のへや」のＰＲもして

います。「絵本のへや」では、図書館で月 1回、１１時から約３０分間、手遊びや読み聞かせ

をしています。おはなし室の出入りは自由です。どうぞ遊びにおでかけください。終了後もゆっ

くり絵本をご覧いただけます。 

また、図書館では年齢別の絵本リスト「えほんだいすき♪～こどもと読む年齢別リスト～」

を作り、０～２歳向け、２～４歳向け、４～６歳向けとそれぞれに定評のある絵本を紹介してい

ます。このリストに載せた絵本は、気軽に手にとってご覧いただけるように市内すべての図書館

に置いてあります。 

 

 

 

   

学校図書館紹介 小小平平市市立立第第十十三三小小学学校校  

～～図図書書ボボラランンテティィアアとと共共にに～～  

 小平第十三小学校では、図書ボランティアの方々に図書の活動に携わっていただき、本の整

理整頓や本の修理などを常時行っています。また、２学期の学校公開週間ではふれあいタイム

の時間に図書室で「読み聞かせ」を行い、いろいろな場面で本にふれあえるようにしています。

「どんな本かな？」と、楽しみにしている子供たち！図書ボランティアの方々もパネルシアタ

ーなど趣向をこらして十三小の子供たちが多くの本にふれあえるように常に工夫しています。

そして、日々の読書活動の中で「一番感動した本」を一冊選び、全校児童が「読書カード」を

書きました。全校一斉に掲示し、保護者の方々や学校の友だちに見てもらったり、クラス内で

お互いの本について紹介し合ったりして本を通しての交流も深めました。「みんなに楽しんで

もらえる図書室！」になるように新刊本は、わかりやすくコーナーを作り展示しています。ま

た、季節やその時期に合ったタイムリーな話題を取り上げたコーナーも設け、学校図書館協力

員の方にブックトークや読み聞かせもしていただいています。これからも、図書ボランティア、

学校図書館協力員、学校と連携しながら図書室整備も進めていきます。子供たちによりよい読

書活動の場を提供して行きたいと思います。 

                     

                     

                    

              

 

 

 

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。 



ブックリスト (震災から１年をむかえて)

もう一度、「防災」や「節電」、「つながり」について考えてみませんか？

フクロウ博士の図書館活用百科

Ｑ・・・・東日本大震災から一年が経ちます。改めて、震災や節電について考えてみた

いのですが、図書館ではどのような取り組みを行っていますか？

また、どのような資料がありますか？

Ａ・・・・昨年３月１１日は、図書館は休館のため混乱はなく、また、施設の大きな被

害もありませんでした。しかしながら、大地震はいつ発生するか分かりません。今後の

備えとして、各図書館で災害時の避難誘導について確認と訓練を行いました。

また、夏の節電対策としては緑のカーテンの設置、照明器具の間引き、冷房の設定温

度を上げるなどの取組を実施しました。その結果、前年度と比べ電気使用量は図書館の

目標削減率１９％削減を全館で達成することができました。

気 電車 旅

Ｎo.６６ 　小平市図書館だより　 付録

　　★　防災　～いつおこるか分からない災害に備えて～

タ　イ　ト　ル 著者名 出版者 所蔵館 分類番号

1 　大震災これなら生き残れる
家族と自分を守る防災マニュアル

山村武彦 朝日新聞社
中央

花小金井
喜平　津田

369.3

2 　震災から身を守る５２の方法 目黒公郎　監修 アスコム 中央 369.31

3 　地震から子どもを守る５０の方法 国崎信江 ブロンズ新社 中央 369.31

4 　都市住民のための防災読本 渡辺実 新潮社 小川西 369.31

5 　巨大地震リアルシミュレーション 久保範明 永岡書店 中央 369.31

6 　地震防災学
検索情報に基づいた地震防災の基礎知識

大塚久哲
九州大学
出版会

中央
花小金井 369.31

　　★　復興　～私たちにできること、そして東北の魅力を知る～

7 　東北力
絶対に復活するこれだけの強さ

東北をこよ
なく愛する会

ＰＨＰ研究所 上宿 291.2

8 　できることをしよう
ぼくらが震災後に考えたこと

糸井重里
ほぼ日刊イトイ新聞

新潮社 中央　喜平 369.31

9 　大震災のなかで
私たちは何をすべきか

内橋克人　編 岩波書店
中央　喜平

上宿 369.31

10 　東北（写真集） 田附勝 リトルモア 津田 ７４８

11 　てくてく歩き３１　東北
気ままに電車とバスの旅

実業之日本社
中央　津田
小川西町 291.2

12 　忘れえぬ東北・ふるさとの鉄道風景
日本鉄道写真
作家協会 ほか

世界文化社
中央　喜平

上宿 686.21

13 　東北の文学源流への旅 成田健 無明舎出版 大沼 910.26



22 　 節電女子」の野菜レシピ！ 矢野 喜平 596.37

リストで紹介した本以外にも関

連する本を所蔵しています。OPAC

などでキーワードを入力し、検索し

【キーワード】
東日本大震災 地震 震災 災害

津波 絆 被災地 家族 節電

地域 再生 復興

　　★　絆　～そばにいる大切な存在、そばにはいないけど大切な存在～

タ　イ　ト　ル 著者名 出版者 所蔵館 分類番号

14 　絆こそ、希望の道しるべ
命あるかぎり、あきらめない

　ｱｳﾝ･ｻﾝ･
ｽｰ･ﾁｰ

ケーズ・パブ
リッシング

花小金井
小川西町

上宿

289.2
アウン

15 　つながりのコミュニティ
人と地域が「生きる」かたち

佐藤友美子
　　　　　　ほか

岩波書店 中央 361.7

16 　家族の原風景 宮原安春 論創社
花小金井

上宿 281.04

17 　母と子の魔法の絆
いつだって、そばにいる

シャーリーン・
ボーンビッチ

アンドリュース・
クリエイティヴ

花小金井 379.9

18 　人間の絆
岐路に立つ男たちを支えた

童門冬二 青春出版社 上宿 281.04

　　★　節電　～昨年の電力不足をきっかけに、エコロジー（地球にやさしいこと）について～

19 　しあわせ節電 鈴木孝夫 文藝春秋
中央　喜平
上宿　津田

大沼
590.4

20
　いますぐはじめる
　正しい電気のトリセツ集

百瀬いづみ 六耀社 
花小金井

喜平 590

21 　オールシーズンエコ節電の教科書 村井哲之 講談社 上宿 540.93

22 　「節電女子」の野菜レシピ！ 矢野きくのきくの アスコムアス ム 喜平 596.37

23 　江戸に学ぶエコ生活術
　アズビー・

ブラウン
阪急コミュニ
ケーションズ

花小金井
喜平 210.5

　　★　３・１１　～災害の恐ろしさを忘れないために振り返る～

24 　巨震激流
３．１１東日本大震災

三陸新報社
中央　上宿
花小金井 369.31

25 　写真記録東日本大震災
３・１１から１００日

毎日新聞社
中央　津田

大沼 369.31

26 　「あの日」のこと
東日本大震災２０１１・３・１１

高橋邦典 ポプラ社 中央　津田 369.31

27 　朝日新聞縮刷版東日本大震災
特別紙面集成２０１１．３．１１～４．１２

朝日新聞社 朝日新聞社 中央 369.31

28 　ＡＴＯＫＡＴＡ 篠山紀信 日経ＢＰ社 中央 369.31

29 　前へ！
東日本大震災と戦った無名戦士たちの記録

麻生幾 新潮社
小川西町

喜平 369.31

30 　東日本大震災　心をつなぐニュース 池上彰　編 文藝春秋 喜平　大沼 369.31

てみてください。
地域 再生 復興

エコ 東北 3・11 など
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