
 

 

 

                                                            

                       

図 書 館 ４ ０ 周 年 と 市 史 編 さ ん 
         

 
                            

 昭和 50 年（1975 年）5 月に小平市図書館（旧仲町図書館）が開館してから来年で４０周年を迎えま

す。これも図書館職員をはじめとした関係者のたゆまぬ努力と、本と知識の魅力を求め、利用者として

図書館を支え続けてくれた市民活動の賜物です。 
 図書館開設からの経過については、「個性的な図書館活動を求めて－小平市立図書館の 20 年のあゆみ

－」と題して都立多摩図書館の館報（13 号）に報告しましたが、小平市立図書館は、地区図書館の設置

とネットワークの形成、コンピュータ総合管理システムの開発、児童サービスや地域資料の充実など、

図書館界を先導するような実績を残しています。特に地域資料については、「羽ばたけ地域資料」（現代

の図書館 160 号）に記したように、小平に関する出版物や行政資料、古文書、郷土写真、新聞記事索引

等の地域資料のコレクションは、貴重な財産となっています。このような資料の蓄積によって、市史の

刊行物や内容構成について構想を練り、企画することがスムーズに進みました。また、市史編さん事業

が始まってからは、これらの地域資料を使いこなすことによって、監修者や調査専門委員及び執筆者が

調査研究の時間を節約し、研究の質を高めることができたことは論を待ちません。 
 市史編さんに着手した平成 20 年 10 月から平成 25 年度までに、小平市史 3 編、図録、写真集、近現

代編史料集 7 冊、市史研究 6 冊、年表、索引と 20 冊の刊行物を発行し、平成 26 年度には、概要版を刊

行して市史編さん事業を終了します。これらの刊行物や収集した資料や撮影したデジタル資料、および

町報・市報・古文書・公文書等の目録データ等の市史編さんで作成・収集した資料は、市史編さん事業

終了後に図書館に移管する予定です。図書館で収集している地域資料とともに利用され、小平の魅力を

探り、地域課題の解決や地域の活性化に役立てていただけることを願っています。 
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津田図書館 

津田図書館は、昭和 62 年（1987 年）7 月に小平市

で 7 番目に開館しました。蔵書数は約 10 万冊です。

併設施設として同フロアに公民館があります。図書館

のそばには玉川上水が流れ、水と緑に囲まれた自然豊

かな図書館です。近くを散策される際にはぜひお立ち

寄りください。 

津田図書館では開館より、地域資料として小平市内で

発行されたものの他、小平の行政や市民生活に関する外

部から送られてきたポスター等を収集・整理・保存して

います。現在（平成 25 年 12 月）までの収集数は 7,139
点になりました。2 月には各年代の特徴的なポスターの

展示会も行いました。収集されたポスターは目録でご覧

になれます。カウンターの職員にお尋ねください。 
 
 

館のマークは津田図書館の南側

を流れる玉川上水と、小平の昔話

に登場するタヌキです。 
 

児童コーナーの一部に１０代向けの図書を多く

取り揃えたティーンズ図書のコーナーを別置しま

した。ぜひご利用ください。 
 

おはなしと絵本の読み聞かせを行っています。 
日にち：第１木曜日、第３水曜日 
場 所：津田図書館 おはなし室 
★４歳～１年生 ３時から３時半 
★小学生以上  ４時から４時半 

津田図書館 
所在地：小平市津田町３－１１－１ 

電 話：０４２－３４１－１２４５ 

一橋学園駅、鷹の台駅よりそれぞれ徒歩約１５分 

「にじバス」津田公民館・図書館下車すぐ。 

 

ティーンズコーナーを新設しました！ 

 おはなし会とは別に、 
毎年 12 月におたのしみ

会を公民館ホールで 
開催しています。いつも

とは違ったスペシャル

おはなし会に、ぜひお越

しください。 

お は な し 会 

 

 

 

ポスター等の収集事業 



図書館の謎   ミステリー １5 

＜大人のための図書館探検ツアーって何するの？＞ 

毎年大好評の図書館の名物企画、中央図書館の「大人のための図書館探検ツアー」。いったいどのようなこ

とをしているの？と気になっている方も多いと思います。今回は、その内容に迫ります。 
 

 

１ まずは、図書館の開館準備を体験！ ２ 館内案内！ 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

                                   

                                                                          これにてツアー終了です。 

                                      ありがとうございました！ 

                                  

                                    

 

 

 

お知らせ 国分寺市と図書館の相互利用を始めました！ 

 昨年の 11 月 1 日(金曜)から、国分寺市との図書館相互利用が始まりました。小平市

民は国分寺市立図書館で図書・雑誌を 6 冊、視聴覚資料を 2 点まで、2 週間借りるこ

とができます。 
○利用方法 小平市在住が確認できるもの(保険証、運転免許証、学生証など)を持参し、

国分寺市の図書館で、図書館利用カードを作成してください。 
※休館日、開館時間は各館へお問い合わせください。 
※資料の予約はできません。来館した図書館の資料のみ利用できます。 
 

スタート！ 

本棚に本を戻す「排架
は い か

」を

体験します。開館前の大切

な仕事です。 

返却された本は、図書清

掃室で表紙をアルコール

消毒し、きれいにしてま

た本棚へ戻します。 
地下の書庫には、１階のフ

ロアーに置ききれなくな

った資料や古い資料など

が保管してあります。 

郷土資料庫では、古文書を保

管しています。古文書は桐の

箱に入れ、地震での落下防止

の対策も行っています。 

おはなし室では、おはなし会が毎週火曜

日に行われます。子どもたちが話し手の

周りに座り、おはなしのろうそくに灯が

ともると、おはなしが始まります。 

ゴール！ 

２階にある参考室では、調べ物の

参考資料をとりそろえており、調

べ物（レファレンス）も受付けて

います。 



 

学校図書館紹介 小平市立小平第十二小学校 

 窓際の本棚の上には、図書館協力員が季節ごとにテーマを決めたり図書委員会が選んだり

したおすすめの本を飾っています。 
 また、保護者の図書ボランティアの方々には、季節に沿った折り紙などでディスプレイを

飾っていただいたり、読書週間で使用するプレゼント用のしおりを作成していただいたりし

ています。 
 本校では、 

○読書マラソン（火・木曜日 朝２０分間） 
○保護者の方や教職員による読み聞かせ 
○図書館協力員によるブックトーク 
○休み時間の本の返却と貸し出し 
○図書集会や授業でのビブリオバトル 

 などの読書活動に取り組み充実するよう努めています。 
 「本が好き」な子ども達を育てていくため、活用しやすく使いやすく居心地の良い学校図

書館を児童・教職員・保護者・地域の方と一緒につくっていきたいと思います。 

 

 

 

毎年、夏休みの時期になると、小・中学校をとおして、図書館から 

おすすめ本のパンフレットを配布しています。低・中・高学年それ 

ぞれ 16冊、中学生 25冊のおすすめ本を紹介し、児童、生徒やその 

保護者などたくさんの人に利用されています。 

さて、パンフレットができるまでの流れをちょっとのぞいてみま 

せんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★今年も 7月ごろ発行されるので、ぜひ手に取ってみてください★ 

★図書館ホームページからもご覧になれます★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜スケジュール＞ 

１月  担当者たちが、それぞれ選んだ本をもちよります。 

     

２月  リストアップされた本を読み、絞込み、 

３月  おすすめ本７３冊を決定します。 

       （→小学校（低・中・高）１６冊づつ、中学生２５冊） 

４月  本の発注。掲載する本の表紙の著作権の承諾申請。 

  本の紹介文を書きます。 

     

６月  パンフレットの印刷。完成！ 

７月  各学校へ配布 

 

リストアップ以外に

もいい本があるか、

更に探してみること

もあります。 

いっぱい いっぱい読んでもらえるとうれしいな。。。 

 品切れで買えない本も

たまにあります。 

 
本選びは、新刊図書の

選書の際に本を手に

取ったりして、アンテ

ナをはっています。 

 
ひとりだけでなく複数の

担当で見ることによっ

て、読みやすい紹介文を

作る工夫をしています。 

～ 



 
 

         
 
 

録音図書の利用対象者が拡大しました！ 
これまで視覚障がいの方に限って貸出していた録音資料を活字による読書が困難な方にも、図書館窓口

（仲町図書館・分室は除く）で貸出を行っています。（貸出は市内在住の方に限ります。） 

また、ＤＡＩＳＹ（デイジー）図書再生専用機の貸出も行っています。ご希望の方は、お近くの図書館窓

口、又は小川西町図書館へ電話・ＦＡＸでお申込みください。 

 

「活字による読書が困難な方」とは？ 

視覚障がいの方だけでなく、 

◆身体の障がいなどで、本をめくって読むことができない方 

◆本などの字を読んでも内容が理解しづらい方 

◆何らかの障がいで活字による本が読みにくい方 なども対象になります。 

 

 

DAISY（デイジー） 
図書とは？ 

活字による読書が困難な方のために作られたデジタル録音図書（CD）のことです。 

専用の再生機で聞いたり、再生用ソフトウェア（無料でダウンロードできます）をインス

トールしたパソコンで視聴できます。 

 

 

利用方法 

小平市の「図書館利用者登録」（利用カード申込み）の他に、

「録音図書貸出サービス」への登録が必要です。 

※ご利用は、市内在住の方に限ります。 

【デイジー図書再生専用機】 

 

貸出冊数 １人(１枚の利用カード)につき５タイトル 

貸出期間 ２週間 

ＤＡＩＳＹ（デイジー）図書

再生専用機の貸出 

デイジー図書再生専用機の貸出も行っています。 

（２週間、１回延長可）貸出の際に、操作説明を行います。 

 

 

録音図書を 

探すには？ 

小平市立図書館が所蔵する録音図書の目録（活字・音訳・点

字版）からお探しください。 

ご希望の方はカウンターにお申し付けください。お聞きにな

りたい録音図書の制作も受付していますので、ご希望の資料

をお知らせください。 

【録音図書】 

郵送での貸出 

対  象 
（身体障害者手帳１・２級の方） 

※郵便等貸出利用者の登録が必要です。 

【郵送ケース】 

 

貸出期間 ４週間 

 

受  付 

市内図書館（分室は除く）のカウンター、 

または電話にてお申込みください。 

（代理の方でも申込み可） 

フクロウ博士の図書館活用百科 

～障がい者サービス事業の充実～ 



奥側 2 名が音訳ボランティアの方です。 

手前 1 名が利用者の方です。 

 

「サピエ」に加盟しました！ 
「サピエ」とは、活字による読書が困難な方に対して、暮らしに密着した地域・生活情報などのさまざまな情

報を提供するネットワークのことです。全国の点字図書館等が制作または所蔵するＤＡＩＳＹ（デイジー）図書

等の全国最大の書誌データベースとして活用されています。 
 小平市立図書館では、「サピエ」に加盟したことにより、ＤＡＩＳＹ（デイジー）図書等のデータをダウンロ

ードしてＣＤにデータ処理後、貸出できるようになりました。 
 

Q.「サピエ」の意味って何ですか？ 
A. (Sapientia サピエンティア = ラテン語)で「知識」という意味です。 

 

対面朗読サービスがお近くの図書館で利用できます！ 
中央・大沼図書館で実施している対面朗読サービスを、その他の地区館（分室は除く）でもご利用いただ

けるようになりました。ご利用を希望される方は、お近くの図書館にご相談ください。 

「対面朗読」とは？ 

市内在住の「活字による読書が困難な方」に、音訳ボランティアが図書館の本や新聞・雑誌などを読むサービ

スのことです。 

利用できる方 
市内在住の「活字による読書が困難な方」 

※視覚障がい者・肢体不自由者・ディスレクシア（読み書き障がい）・高齢の方などが対象です。 

 

申込方法 

希望日の一週間前までに、中央図書館に電話またはＦＡＸで、希望資料名・日時・場所をお申

込みください。 

※希望資料・音訳ボランティアの手配や会場の都合上、ご希望の日時に添えない場合がありま

すのでご了承ください。 

 

 

利用時間 

１回２時間まで（準備・片付け等を含みます。） 

時間帯【①午前１０時～１２時】  【②午後１時～３時】  【③午後３時～５時】 

※対面朗読サービスのご利用を希望される方は、図書館利用登録が必要です。 

登録要件・利用方法の詳細は中央図書館へお尋ねください。 

電話 ０４２－３４５－１２４６ ＦＡＸ ０４２－３４５－１４８３ 

【対面朗読サービスの様子】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪ちょこっとコーナー≫ 

図書館だよりをカラーでご覧になる場合は、

図書館ホームページへ 

 

◎ご不明な点は、カウンターの職員にお尋ねください。    （小平市図書館だより №７０付録） 

 

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。 


	【修正版】図書館だより70号１面
	津田図書館紹介(1.22修正)
	７０号３面　謎（図書館探検ツアー）　
	70号 こだいらっこ 1.28訂正済み
	（修正）70号ふくろう博士Q＆A(付録）

