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Wi-Fi
便利だな

Wi-Fi
って何？

ワ イ ファイ

Wi-F iが利用可能になりました。
なかまちテラスに続き、中央図書館でも Wi-Fi が利用

メールアドレスをご用意いただければ、ご自分の好き

できるようになりました。ご自分のスマートフォン、タ

な時に登録できます。一度登録しておけば次回からは再

ブレット端末などを使用して調べものの検索ができま

登録の必要はありません。

す。英単語の意味を調べたり、美術館の位置を地図で確
認したりと、図書館内だからこそ調べたいことが、その

詳細は「公衆無線 LAN サービスの案内」をご覧いただ
くか、図書館職員までお問合せください。

場ですぐに調べられるようになります。
※Wi-Fi……無線 LAN の一つの規格。

図書館紹介

花小金井北分室・小川分室・上水南分室

小平市では「15 分歩けば図書館が利用できる」図書館ネットワークが形成されています。その重要な役割を担っている
のが、中央館と 7 つの地区館、そして 3 つの分室です。今回は、地域にしっかりと根を下ろし、市民の方々に愛されている
この 3 つの分室を紹介します。

花小金井北分室
【花小金井北公民館 2 階】
昭和 50 年 7 月開室。蔵書数は約 4
千冊です。保育園が隣にあります。
コンパクトでアットホームな雰囲
気が魅力です。
所在地:小平市花小金井 5-41-3
電 話:042-463-8377
花小金井駅から徒歩 15 分

小川分室
【小川公民館 1 階】
昭和 50 年 7 月開室。平成 8 年に新
装オープンしました。蔵書数は約
1 万冊です。読書スペースが自慢
です。ソファ－でくつろぎながら、
読書ができます。
所在地:小平市小川町 1-1012
電 話:042-345-3877
鷹の台駅から徒歩 5 分

上水南分室
【上水南公民館 1 階】
昭和 53 年 4 月開室。蔵書数は約 1
万冊です。近くに公園があり、子
ども達も多く利用しています。
所在地:小平市上水南町 1-27-1
電 話:042-325-4151
花小金井駅から立川バス国分寺駅行き
で上水南町下車徒歩 3 分、武蔵小金井駅
から京王帝都バス小平団地行きで桜上
水下車徒歩 3 分

開室時間：午後 0 時 30 分から午後 4 時 30 分
休 室 日：毎週月・金曜日

祝休日（日曜日の場合は開室）
、12 月 28 日から 1 月 4 日、特別整理期間

時代小説が熱い？
今、時代小説は、中高年の方々を中心に多く読まれています。このコーナーでは 2 回にわたり
時代小説の持つ魅力と面白さについて少し探求してみます。

Ⅰ 時代小説の歴史
時代小説の幕開けは、大正 2 年中里介山(な

Ⅱ 現在の様相
現在、多くの読者を獲得している作家たちは、

かざとかいざん)の「大菩薩峠」と言われてい

共通して文庫書下ろしという新たな出版形式

ます。また、その 4 年後、探偵小説草創期の傑

で、次々と作品を発表しています。その中のひ

作といわれている、岡本綺堂(おかもときどう)

とり佐伯泰英は、1 か月に 1 冊という驚異的な速

の「半七捕物帳」が出版され、時代小説が動き

さで執筆し、多くのファンを獲得するとともに、

始めました。

時代小説界を熱くしている作家です。その他で

その後、昭和 10 年吉川英治の「宮本武蔵」、

は、女性作家の活躍や推理小説作家からの参入、

昭和 29 年山本周五郎の「樅の木は残った」、昭

そして新人作家の登場も時代小説をより熱くし

和 31 年柴田錬三郎の「眠狂四郎無頼控」
、昭和

ている要因ではないでしょうか。

37 年司馬遼太郎の「竜馬がゆく」
、昭和 43 年

さらに、書店においても時代小説専門文庫本

池波正太郎の「鬼平犯科帳」
、昭和 59 年隆慶一

棚を設け、作家別の配架、新刊物の面出し等、

郎の「吉原御免状」等が出版され、現在に至る

色とりどりに陳列を行い、時代小説を賑やかに

まで数々の作家の輩出と傑作の出現がありま

盛り上げています。

した。

Ⅲ 江戸探検
写真は、浅草寺境内にある「半七塚」です。
三河町の半七は、岡本綺堂「半七捕物帳」の
主人公そして、捕物帳小説の原点です。多く
の読者の心に忘れがたい印象を残したため、
半七を記念する記念碑が作成されたそうで
す。それが「半七塚」です。

この文章についての参考資料
・『時代小説に会う』高橋敏夫著,原書房,2007
・『決定版 百冊の時代小説』寺田博著,文藝春
秋,2003
・『時代小説の歩み』nifty
http://homepage3.nifty.com/abasan/jidai/jidai1.html

文章中の氏名は敬称を略しています。

皆さんも是非一度訪れて、江戸のシャーロ
ックホームズ半七親分（実在ではありません）
の活躍をしのんでみてはいかがですか。

次回の予告
次回は、時代小説読者から寄せられた人気
作家・作品、時代小説の好きなところ等のご
意見を参考に人気の秘密について推察してい
きます。

平成 27 年 6 月撮影

平成 27 年 3 月に開館したなかまちテラスは、公民
館と図書館の機能を一体化した生涯学習施設です。
その特徴を活かして、公民館のイベントと図書館の
読み聞かせのコラボレーションを行っています。
開館記念イベントでは、公民館の実習室で、絵本
『ぐりとぐら』の読み聞かせを行った後、作中に登
場するカステラを再現しました。
七夕前のおはなし会では、織姫と彦星
が登場する紙芝居を行い、七夕の由来に
まつわる話や、星座などの紹介も合わせ

合わせ

て行いました。また、参加した子ども達
と一緒に短冊や飾りを作成し、館内で展

示をしました。
いずれのイベントでも、日頃から地域で活躍する
方に講師を務めていただき、参加者から好評をいた
だいております。
なかまちテラスでは、今後もこのような催しを開
催していきますので、館内掲示物やなかまちテラス
のメールマガジンなどをご確認ください。

学校図書館紹介

小平市立小平第三小学校
本校では、毎月、図書ボランティアの方々による本の読み聞か
せが行われています。読み聞かせで紹介された本は、その後図書
室の一角に並べられ、すぐ手に取って読めるように工夫されてい
ます。図書ボランティアの方々が作る季節のディスプレイも、図
書室を明るく楽しい雰囲気にしています。
その他にも、地域の方や教職員が選んだ本を「三小の百冊」と
名付けて子どもたちに紹介する読書推進活動にも取り組んでい
ます。本を十冊読む度に渡されるワッペンを、子どもたちは黄色
い三小帽に着け、読書への意欲を一層高めています。
また、図書館協力員の方が毎月発行する図書館だより「ファン
タージェン」もみんな楽しみにしています。おたよりの中には、
学校行事や季節に合わせた本がたくさん紹介されていて、楽しみ
ながら読書の幅が広がります。昨年度から、図書委員会による
読書交流活動も始まりました。
これからも保護者や地域の方々と
協力しながら、読書に親しむ子ども
たちを育てていきます。

図書館の椅子のはなし
普段あまり意識することのない図書館の椅子。小平の図書館には色々な形の椅子があります。いつもとは違う場所の
図書館に出かけて、お気に入りの椅子を見つけてみませんか？

ラビットチェア

さぎの耳をかたどった椅子が並ぶのは、
仲町図書館。ナチュラルカラーだけでなく
様々な色が楽しめます。大きさも大小あるので
館内を探してみてください。

う

ゆったりソファー

聞でもひろげてゆったりした時間を過ごす
ことができるソファーもあります。帰る時
間を忘れてしまいそう？小川西町図書館

新

フ ラ ワ ー

ソファー Flower

三 つ葉のクローバー？それともかわいい花び

ら？みなさんには、何の形に見えますか？
座り方も自由に楽しめそうなこのソファーは、
仲町図書館にあります。

テラス席

が気持ちいいテラス席。春夏秋冬の季節を
感じながら本を読むことができます。悪天
候以外の日ならば、自由にご利用いただけます。
花小金井図書館

風

小平市立図書館

開館 40 周年記念事業

小平市立図書館は、今年開館 40 周年を迎えました。市内の全図書館では、記念行事の数々を
ご用意しています。ご家族そろってぜひお出かけください！

展示

■喜平図書館
8/30(日)まで（終了）

■花小金井図書館 10/6（火） スペシャルおはなし会
ビッグ

小学校教科書展

びっくり！Bigなおはなし会

～明治・大正・昭和・平成の教科書～
教科書で歴史と懐かしさを感じる展示です。

何がびっくり？何がビッグ？お楽しみに！

■津田図書館 10/25(日)

8/15(土)～9/30（水）

あおぞらおはなし会

子どものころ好きだった本
皆様が子どものころ好きだった本は？
アンケートの結果はこんなでした！

日曜日に青空の下でおはなし会を行います。
ぜひ皆さんでご参加を！

■小川西町図書館 10/17(土)～11/18（水）

■仲町図書館 ほか 12 月★

図書館 40■上宿図書館
周年＆
10 月 35 周年 記念展示
小川西町図書館

定点写真 の 展示

それぞれの図書館が開館した当時のベストセラーや出来事
に関する資料の展示・貸出を行います。

市内各所の変化や発展を発見してください。

■上宿図書館 11 月

スペシャルバラエティ

小平市立図書館 40 周年×ムサビ
市内にあるムサビ（武蔵野美術大学）の学生さんと
一緒に、図書館 40 周年記念行事を企画中。
どんなコラボが生まれるか、お楽しみに！

定点写真の展示

■津田図書館 2/11(木・祝)～2/13(土)

市内の同じ場所で継続して撮影した写真を展示します。
あの頃の自分にもう一度会ってみませんか…？

ぬいぐるみのおとまり会
あなたのぬいぐるみが図書館にお泊りし、探検します。
さて、何が起こるのかな…？

■大沼図書館 1/30(土)～2/17(水)

小平市立図書館 40 歳、大沼図書館 15 歳。
いろいろなことがありました。

■全館

本・の・福・袋

図書館の歩みとともに世の中の動きをまとめました。
■上宿図書館

同じテーマの本を集めた「本の福袋」
。
当たり券「40 冊貸出券」が入っているかも…。

10 月

定点写真 の 展示 学ぶ

■仲町図書館 10/17(土) 講座

本とインターネットの
市内各所の変化や発展を発見してください。
「百科事典マスター」になろう！
対象：小学生
百科事典やデータベースを使った調べ学習のポイントを解
説します。今日からみんなも「百科事典マスター」！

■中央図書館 2 月～3 月 講演会★

12 月～1 月

講演会

平櫛田中氏が収集した資料（書籍等）（仮）
講師：平櫛弘子氏（平櫛田中彫刻美術館長）
今年、図書館には大変貴重な資料がやってきます!!
小平市在住であった彫刻家平櫛田中氏が収集した資料(書籍
等)について、平櫛田中彫刻美術館長に語っていただきます。

■中央図書館 2 月～3 月★

図書館スペシャルデー～子ども編～
図書館の休館日に子どもたちとご家族をご招待！
周りを気にせず、図書館を楽しんでください。

■中央図書館 ほか

体験

10 月～12 月

本の修理体験会
あなたの本を修理してみませんか？
図書館職員が本の修理のノウハウを伝授します。

■図書館友の会 11 月★ 図書館川柳を募集・展示します。

図書館川柳
問合せ
中央図書館
喜平図書館

042-345-1246
042-325-1300

詳しくは、小平図書館友の会事務局（伊藤 090-1707-0860）まで。

仲町図書館
上宿図書館

042-344-7151
042-344-3360

花小金井図書館
津田図書館

042-467-1215
042-341-1245

小川西町図書館
大沼図書館

★は予定時期です。詳細が決まりましたら市報や図書館ホームページでお知らせします。
行事等の内容及び日時は変更する場合があります。詳しくは各館へお問い合わせください。
主催：小平市立図書館

協力：小平図書館友の会

小平市子ども文庫連絡協議会

武蔵野美術大学

042-343-1200
042-342-2001

