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津田塾大学の脇を通る府中街道は、広大な
武蔵野台地を南北に横断する道路のひとつで
す。街道の起源を遡れば、江戸時代の「府中
道」
、中世には関東一円から鎌倉に向かう道で
した。古代の官道であった東山道が信濃から
上野を経て武蔵国府に達する道は、ほぼ現在
の府中街道のルートと重なるものと考えら
れ、歴史的にも重要な道路でした。
（参考：『 東
京の道事典』）
昭和３１年撮影

航空写真（津田塾大学周辺）

右の写真は、平成１３年（２００１年）３月に東
京都選定歴史建造物に選ばれた津田塾大学本館（ハ
ーツホン・ホール）です。津田英学塾（津田塾大学
の前身）が生徒の増加に対応するため、郊外への移
転を計画し、昭和６年（１９３１）９月、東京市麴
町５番町から小平村小川に位置するたかの街道脇に
移転しました。
（ 参考：『 小平市３ ０ 年史』、『 津田塾
大学１ ０ ０ 年史』 他）

平成２ 年撮影（ 津田塾大学本館）

平成２ 年撮影（ 津田塾大学本館）
これまで１０年間、そして４０周年に向けて

中央図書館館長補佐兼庶務担当係長

関 正宏

小平市立図書館のここ１０年間のあゆみを振り返ると、図書館ホームページからの蔵書検索・
予約の開始、貸出・予約冊数の５冊から１０冊への増加、祝日開館の実施、多摩六都図書館共通
利用カードの発行、そして昨年の国分寺市との相互利用の開始と、利用の拡大や利便性の向上に
努めてまいりました。さらに、学校図書館との連携を推進し、学校図書館システムの開発や学校
図書館協力員の全校配置等を行い、学校図書館の利用が活発化しました。その他各図書館施設に
おいても、花小金井図書館の移転を含め、利用者の皆さまが安心して安全に利用できるよう、施
設の維持管理を進めてきました。この間、市民の皆さまからは多くのご意見、ご要望をいただき、
図書館運営の改善、拡大を図り、「はいりやすく、親しみやすい図書館」「簡単な手続きで利用で
きる図書館」「資料のそろっている図書館」を目指してきました。
来年度、小平市立図書館は開館４０周年を迎えます。人間で言えば４０歳。いちばん脂ののっ
た時期です。また、平成２６年度は４０周年記念事業へ向けての準備を進めていますが、折しも
「小平市立仲町公民館・仲町図書館（なかまちテラス）
」がリニューアルオープンします。これら
をまた出発点として、次の５０周年に向けて飛躍できればと思っています。

大沼図書館は、平成１３年１月に公民館を併設する施設として小平市で８番目に開館した図書館です。
地域のみなさまが身近で気軽に利用でき、親しみのある図書館を目指して１４年目を迎えました。

大沼図書館の本の表紙に貼ってあるシールをご存知ですか？
小平市の図書館では各館のシンボルマークをシールにして本に貼っています。
大沼図書館のマークは小平の昔話「おかま風(かぜ)」に登場するかまど
の神さま『おかまさま』が、馬にまたがり風に乗って出雲大社から帰って
くるところをモチーフにしています。
【おかま風】すべての神さまが出雲大社に集まる１０月、子だくさんの『お
かまさま』も、３６人もの子どもたちをつれて旅立ちました。ひと月たっ
て家に帰る日、馬にのって空にとびたったものの、子どもたちはすぐに疲
れてしまってひと休みしていました。それを見かねた「風のかみさま」は、
『おかまさま』と子どもたちを帰すために強い風をふかせました。その風
にのって、『おかまさま』と子どもたちはぶじにもどってくることができ
ました。そのため、１０月すえにはこの地域に北西の風がぴゅうぴゅうと
ふくのだそうです。(出典:「小平むかしむかし」小平民話の会編)

【施設概要】
一般書架、児童書架、参考コーナー(６席)、雑誌コーナー、
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展示コーナー、ブラウジングコーナー、OPAC(３台)、
インターネット開放端末、おはなし室、対面朗読室等
＜インターネット開放端末を設置しています＞
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ット検索用パソコンを設置しました。ご利用の方はお気軽
にカウンター職員までお申し出ください。
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館内案内図

アクセス：
西武新宿線小平駅より徒歩 15 分。
所在地：
小平市大沼町 7-1-17 042(342)2001
＊都営大沼町一丁目アパート１７号棟の１階にあります。

図書館の謎

ミステリー １6

＜汚れたり、破れてしまった資料は

どうなるの？＞
図書館には、本や雑誌、ＣＤやカセットテー

どのぐらい廃棄しているの？
過去５年間の平均では、汚破損（経年劣化と
利用者の不注意等によるものの両方を含む）が
原因となって除籍した資料が、小平市の図書館
全体で年間におよそ６，０００冊あります。

プなど、いろいろな種類の資料がありますが、
その中には長く使う間に傷んでしまったものや、
利用者の方が汚したり、破いたり、壊したりし

捨てた資料は全部買い替えるの？
資料の発行年や利用状況、他館に同じ本（複
本）があるかどうかなどを調べ、１件ごとに買

てしまったものがあります。
お は そ ん しりょう

図書館では、このような資料を「汚破損資料

い替えの判断をしています。

」と呼んでいます。

汚破損にはどんなものがあるの？
水濡れ、シミ、破れ、切り取り、ページの抜
け、書き込み、本体の割れ・欠損、キズ・割れ
（ＣＤ）
、切れ・よれ（カセットテープ）などが
あります。

どうして汚破損が起きるの？
汚破損の原因のほとんどは、うっかり飲み物
をこぼしてしまう等のちょっとした不注意です
が、中には自分の欲しい部分を切り取って持っ
ていったり、いたずらで本を破ったり、書き込
みをしたりするケースも見受けられます。

汚破損した資料はどうするの？
汚破損資料は、
その程度が軽いものであれば、
補修、もしくは注意書きをつけて引き続き使用

図書館の本は市民の大切な財産なので、この
ような自分勝手な行為は絶対にしないようお願
いいたします。

しますが、あまりにも状態の悪いものは利用に
じょ せき

堪えないため、除籍（※）という処理を行い、
廃棄をしています。

もし借りている資料を汚破損してしまったら
どうしたらいいの？
ご返却の際に必ず職員にお知らせください。

どうやって補修しているの？

水濡れなど、早期の補修で直るケースもあり

・のりづけやフィルムでの貼りつけ（破れ等）

ます。なお、汚破損の状況によっては、弁償を

・汚れた部分の削り取り（シミ）

お願いする場合もございます。

・紙を挟んで伸して水分を取る（水濡れの場合）
・研磨（ＣＤ）
など、様々な方法で補修をし、なるべく長く
使用できるようにしています。

※除籍とは、図書館の資料としての登録を抹消
し、所蔵の資料から除外する処理のことをいい
ます。

汚破損資料の展示を行いました
「一人一人のちょっとした心づかいで、みんなが気持ち
よく資料を利用することができること」をお知らせするた
め、平成２６年４月１９日から６月１８日まで、小川西町
図書館で汚破損資料の展示を行いました。
実際に汚破損本を手に取ることができるスペースも設け
た今回の展示は、テレビ・ラジオ・新聞でも取り上げられ、
たくさんの方にご覧いただくことができました。
今後も、定期的に展示を行っていきます。

ろうそくを灯しておはなしの世界へ

おはなし会

にいってみよう！

図書館では、４才から小学生を対象に『おはなし会』を定期的に行なっています。
ストーリーテリング(素話)と、絵本の読み聞かせの２本立てで、約２０分。
・

・ ・

・

子どもたちは、おはなしの世界へ引きこまれていきます・・・・

≪ある日のおはなし会≫
絵本は
『ぼくだんごむし』（福音館書店）
部屋を明るくして リラックス。

きょうのおはなしは、

最後に願い事を叶えてくれると

『王子さまの耳はロバの耳』

いわれている【ろうそく】を消します・・・
みんな真剣にお願い！！

「子どもに聞かせる世界の民話」 （実業之日本社）

ろうそくに灯がつくと、おはなしが

今日の演目が書かれたプログラムが

はじまります 。

配られます。

☆『おはなし会』を体験してみたい大人のかたへ・・・・
『大人のためのおはなし会』を年２回、市内の図書館で開催しています。

学校図書館紹介

小平市立小平第十一小学校

本校には本好きの児童が多く、毎日、昼休みになるとたくさんの児童が本を読みに訪れます。
図書委員会の５・６年生が、貸し出しや本の整理をしています。
本校では、毎週の朝読書の時間に加え、読書旬間を年に２回設けて、
図書委員の創意工夫で読書の活性化に努めています。
図書館協力員作成の「十一小おすすめの本 50
冊」も、
「全部読んだよ」という嬉しい声が聞か
れます。
また、全校で取り組んでいる「おすすめ本の
紹介カード」では、児童からだけでなく、教員
からも児童に読んでほしい本を紹介しています。
図書館協力員や、図書ボランティアのお母さ
ん方による読み聞かせも楽しいです。
ますます本好きな児童を増やしていきたいと
思います。
（副校長

川島直人）

フクロウ博士の図書館活用百科

小平市の図書館では、講座や講演会等いろいろな行事を準備して皆様のご来館をお待
ちしています！詳細は随時 HP、市報等でお知らせいたします。
（H26.10 から H27.2 まで）

1

児童文学紀行講座【中央図書館】

「絵本で旅するイギリス」

5 講演会【中央図書館】

「原田マハ講演会」

１０月８日（水）
・１０月１５日（水）
午前１０時から正午
案内役の図書館員と一緒に、
『旅の絵本Ⅲ
イギリス編』
（安野光雅著、福音館書店）に
描かれた風景の中の謎を追います。絵本の
中から次々ととびだす新たな発見にワクワ
ク、ドキドキ・・・！

2

講演会【花小金井・大沼図書館】

「親子で楽しむ！あそび歌・パネルシアター」

１０月２２日（水）
午前１０時３０分から１１時 30 分
講師：後藤 紀子氏(和光大学特別専任准教授)
子育てが楽しくなる「あそび歌」と歌って
あそべる「パネルシアター」を体験しながら
親子のスキンシップを深めてみませんか！

3

講演会【中央図書館】

「
『赤毛のアン』の世界

１１月２９日（土）
午後 1 時 30 分から 3 時 30 分
小平市出身で、作家そしてキュレーター
（美術館の専門職）として芸術的な分野でも
活躍してきた原田マハさんが、地元にいよい
よ登場！文学、そしてアートとの出会いにつ
いて語ってくれます。

6 ふるさとの新聞 元旦号展
中央図書館
平成２７年 1 月 5 日（月）～8 日（木）
大沼図書館
平成２７年 1 月 10 日（土）～14 日（水）
上宿図書館
平成２７年 1 月 17 日（土）～22 日（木）

北は北海道、南は沖縄まで。日本全国の新
聞元旦号を取り寄せ、展示します。

7

平成２７年１月 下旬（予定）

～作中の英文学と幸福に生きる知恵～」
１１月１日（土）午後１時３０分から３時

講師：松本 侑子氏（作家・翻訳家）
日本発の全文訳『赤毛のアン』翻訳者が、
この物語の文学的な魅力をお届けします。

4

大人のためのおはなし会【上宿図書館】

１１月 １３日（木）
午前１０時から正午
図書館と小平市子ども文庫連絡協議会
の共催により、ふだん子どもたちが楽しん
でいる昔話やストーリーテリング（素話）
を大人の方を対象に語ります。

冬の家族一日図書館員【中央・地区図書館】

午前９時から正午
本の貸出し、返却など、図書館のいろいろ
な仕事を、ご家族で体験してみませんか？

8

大人のための図書館探検ツアー【中央図書館】

平成２７年２月 上旬（予定）
午前９時から 11 時３０分
ふだん入ることのできない図書館の裏側
をご案内します。新しい発見ができること間
違いなし！図書館員による仕事の裏話もお
聞かせします・・・。

※現時点での予定の為、変更になる場合があります。

ブックリサイクルをご利用ください！
小平市の図書館では、年に３回のブックリサイクルを
行い、寄贈資料の一部及び保存期限の過ぎた雑誌や不要
となった図書館資料などを利用者へ提供しています。
図書館が新しい資料を所蔵するためには、書棚に空い
たスペースが必要となります。そのため、古い本や何冊
も所蔵がある本、保存年限の過ぎた雑誌などは定期的に
処分し、空きスペースを確保しています。しかし、それ
らの資料をただ処分してしまうよりも、必要としている
人の元で利用してほしい、という思いから行われている
のがブックリサイクルです。どうぞご活用ください。
リサイクル会場の様子

保存年限を過ぎた雑誌や不要となった図書館資料（一般書・児童書）
どんな本があるの？

を提供しています。
第１回・第３回は一般書・児童書を、第２回は雑誌を提供予定です。

開催場所はどこ？

何冊もらえるの？

近くなったら
知らせてくれる？

分室を除いた、市内７図書館にリサイクルコーナーを設置し開催して
います。（※仲町図書館は休館中）
各日一人１０冊まででお願いしています。なお、持ち帰り用の袋等は
ご自身でご用意ください。
館内、公共施設のポスター掲示、館内でのチラシ配布および市報、
図書館ホームページに掲載予定です。

平成２６年度ブックリサイクル

≪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

予定
第１回 平成２６年１０月１８日（土）
第２回 平成２７年 １月１７日（土）
第３回 平成２７年 ２月２１日（土）
各日午前１０時～午後５時開催
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。

◎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 №７１付録）

