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蔵書数、市内ナンバーワン

中央図書館
吉祥寺の隠れ人気スポット

吉祥寺図書館

ゆったりのんびりほっとプレイス

武蔵野プレイス

　中央図書館は、市役所、保健センター、市
民文化会館などが集まる、市内のほぼ中央に
あたるエリアにあります。五日市街道沿いの
庭に面した窓からは、太陽の光が差し込み、
明るく暖かい雰囲気を作り出しています。
　３館をとりまとめる役割も担っており、３
館中もっとも蔵書が多い図書館です。特に郷
土・行政資料や、
CD、DVD、 ビ
デオ等の視聴覚
資料の多くがこ
こに集められて
います。

　入口脇の大きなけやきの木が印象的な吉祥寺図書館
は、吉祥寺駅から徒歩３分という利便性から、買い物
の途中や、ビジネスマンの昼休み、仕事、学校帰りなど、
多くの方々に利用され、親しまれています。
　図書の蔵書約９万３千冊、新聞・雑誌のタイトル数
242、CD約３千点を所蔵しており、１階の試聴コー
ナーではCDを試聴するこ
とができます。
　また、偶数月の第２木曜
日の夕方に「黄昏時の映画
会」を開催しています。

　武蔵野プレイスは、図書館のほか、生涯学習支援、
青少年活動支援、市民活動支援の四つの機能を持った
複合施設として平成 23年にオープンしました。
　個性的なデザインの建物の北側には駅前広場に接続
する開放的な公園があり、また、館内に飲食のできる
カフェや有料のワーキングデスク（個人の書斎的スペー
ス）を設けるなど新しい試みを行っています。１日平
均 5千人、年間では 160万人もの利用があり、いつも
にぎわっています。
　図書館は地下２階から地上２階までの４フロアで、
中央図書館に次ぐ蔵書があり、特に雑誌は３館で最も
多いタイトル数を揃えています。

　武蔵野市には、３駅圏ごとに三つの市立図書館があります。
　学生の方の勉強や大人の方の生涯学習、調べものなど、様々な方の知的欲求や市民生活に役立つ
よう、一般図書をはじめ、雑誌、新聞、行政・郷土資料、視聴覚資料など、古いものから新しいも
のまで、数多くの資料や情報を用意しています。また、映画会や児童のための工作教室、科学あそび、
人形劇など、催し物も行っています。今号では、市立図書館の施設と主なサービスを紹介いたします。

本がいっぱい  情報がいっぱい  わくわくがいっぱい

市立 図書館に行こう！

武蔵野プレイス内のカフェ

CD試聴コーナー

図書館で森林浴 山本ふみこ教育委員 委員のおすすめ
『大きな森の小さな家』
ローラ・インガルス・ワイルダー　作／
恩地三保子　訳／福音館書店　刊
　シリーズを通して読むことをおすすめしま
す。暮らしの持つ厳しいけれど豊かな世界観が
子どもにも大人にも伝わってくるはずです。

『かはたれ』『たそかれ』　朽木祥　作／福音館書店　刊
　忙しく、疲れている大人にこそ、すばらしいファンタジーや児童
書をおすすめしたい…。生きる力がよみがえること受け合いです。

文筆家。24 年 11 月から教育
委員。毎日新聞に「山本さんち
の あっ！？」を連載中

所在地

開館時間

施 　 設

電 　 話

休 館 日

アクセス

吉祥寺北町４−８−３
５１−５１４５
月〜木曜日９：30〜20：00（土・日・祝日 〜17：00）
金曜日、毎月第１水曜日（館内整理日。ただし、１月は４
日）、年末年始ほか
駐車場（有料）、授乳スペース、幼児・障害者用トイレ
三鷹駅または吉祥寺駅からバス（市民文化会館入口また
は市民文化会館前下車）

所在地

施 　 設

電 　 話

アクセス

吉祥寺本町１−２1−1３
２０−１０１１

中央図書館と同じ

幼児・障害者用トイレ（授乳スペース
は職員にご相談ください。）
吉祥寺駅北口から徒歩３分

所在地

開館時間

施 　 設

電 　 話

休 館 日

アクセス

境南町２−３−１８
３０−１９００
９：３０〜２２：００
水曜日（祝日と重なる場合は開館し翌
日休館。1月5日以降の第１水曜日は開
館）、毎月第３金曜日（その週の水曜日
は開館）、年末年始ほか
駐車場（有料）、授乳スペース、幼児・障
害者用トイレ
武蔵境駅南口から徒歩１分

問 中央図書館、吉祥寺図書館、武蔵野プレイス

　図書館はわたしにとって、大事な森です。それに気づいたのは子
どもとともに足を踏み入れた武蔵野市旧中央図書館。四半世紀前の
ことになります。図書館に出かけて歩きまわる…。それは散歩であ
り、森林浴でもあります。決まって思いがけない出合いがあり、気
がつくと彼方の国に旅していたりします。　
　図書館という森を歩きまわらなかったら、いまほど人生をおもし
ろいと考えなかったかもしれません。ええ、きっとそうです。図書
館には世のなかのおもしろみ、そして奥深さを知る手がかりがたく
さんあるのですもの。

開館時間・
休 館 日

コーヒーを
飲みながら読書が
できます！
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　家のパソコンやモバイル端末で図書館のホーム
ページにアクセスすることにより、蔵書の有無、貸
出状況や、各種サー
ビスの情報を得るこ
とができます。また、
利用登録をしている
方は、本等の予約や、
貸出期間延長をする
こともできます。

30年
前

としょかんこどもまつり

　30 年前の昭和 59 年、市立図書館は中央図書館、
西部図書館の２館と、吉祥寺東町と吉祥寺本町に二つ
の分室がありました。
　昭和 60 年の電算システム導入以前は、「ブラウン
方式」という貸出方法を採用していました。この方式
は、市民の方に２枚の貸出券を交付し ( 当時の貸出冊
数 )、利用者は１冊借りるごとにその券を 1 枚、図書
館に預けます。図書館ではその券を保管することで、
貸出状況や返却日を管理する…といったものでした。
　当時の蔵書は、約 21 万冊（今は約 85 万冊）。雑
誌も多少はありました
がほとんどが普通図書
で、音楽、映像などの
視聴覚資料はまだあり
ませんでした。
蔵 書 の管 理も
紙 の目 録 カー
ド等で行ってお
り、レファレン
スサービスは、
図書 館職 員の
経験によるとこ
ろが大きかった
のです。

サービス図書館の最新

◆障害者サービス

はじめて利用する方へ 「第９回 子ども文芸賞」
の募集が始まります

市立図書館からのお願い

◆夏休みの児童サービス

◆団体貸出しサービス

　目や身体の不自由な方への資料の郵送貸出し、対
面朗読サービス、点訳サービスなどを行っています。

　おはなし会、人形劇、映画会、
科学教室や工作教室など楽しい催
し物を実施しています。当日申込
みで参加できるイベントも盛りだ
くさんです。また、夏休みの自由研究の資料探しや、子どもの
本に関する相談にも応じています。お気軽におたずねください。　地域・家庭文庫を開設している各団体、読書会、サー

クル、高齢者施設などのグループで登録をすると、
団体貸出用の本を２か月間借りることができます。

問 中央図書館

　自動貸出機に借りたい本等をまとめて置き、機
械に図書館カードを差し込むだけで手続完了です。
返却も自動返却機に本、雑誌を一冊ずつ入れるだ
けです。（CD、DVD等の視聴覚資料は使用できま
せん。）
　また、閉館時間中は、３館および旧西部図書館
にある「ブックポスト」に入れて返却することも
できます（視聴覚資料は使用できません。）

　「こんな資料を探している」、「知りたいことを
どうやって調べたらよいか分からない」という
ときに、図書館職員が必要な資料や情報を探す
お手伝いをするサービスです。
　各館のカウンターのほか、図書館のホームペー
ジからの Eメールによる受付も行っています。

【URL】
https://www.library.musashino.tokyo.jp/ 
https://www.library.musashino.tokyo.jp/m/（モバイル版）

本等の貸出しを受けるには図書館カードの作成（利用登録）が必要です。
●利用登録ができる方
　市内に在住、在勤、在学の方。隣接市区（三鷹市、小金井市、西東京市、
　杉並区、練馬区）に在住の方
●利用登録に必要なもの（中学生以下は不要）
　運転免許証、健康保険証など住所を確認できるもの。
　在勤や在学の方は、社員証、学生証なども必要

　市内在住・在学の小学生、
中学生の文学作品を募集し、
優れた作品を表彰する「子
ども文芸賞」は、今年も９
月から募集が始まります。
　部門は、①小説・童話・
随筆、②詩、③俳句・短歌、
④読書感想作品の４部門で
す。奮ってご参加ください。

●資料を大切に扱ってください
　切り抜き×　　水に濡らす×
　書き込み×　　折り込み×
●返却期限をお守りください
●館内ではマナーを守ってください
　携帯電話での通話はお控えください。
●できるだけ公共交通機関をご利用
　ください
　駐車場、駐輪場は限られています。

　みなさまが気持ちよくお使いいただ
　けるようご協力をお願いします。

　市立 3館には、インターネット検
索用のパソコンが設置されており、
情報サイトやオンラインデータベー
スにより新聞記事、判例等を検索す
ることができます。
　「ナクソス・ミュージック・ライブ
ラリー」のサイトでは、クラシック、
ジャズ、民族音楽等、100 万曲以上
をご自宅のパソコンや武蔵野プレイ
スで聴くことができます。（利用登録
をしている方。別に使用申請が必要
です。）

　市立３館で所蔵しているものは、
図書館のホームページ等で予約して
いただくことによりお取り寄せし、
お近くの図書館で借りることができ
ます。
　また、武蔵野市に在住の方は、市
で所蔵していないものを都立図書館、
都内の市区町村立図書館から取り寄
せることもできます。さらに、隣接
市区の図書館を利用することもでき
ます。（別に手続が必要です。）

むかしの図書館は…

自動で借りて、
自動で返却できます

調べものをお手伝いします（レファレンスサービス）

自宅で蔵書検索や予約ができます データベースや音楽
サイトを利用できます

最寄りの図書館に
お取り寄せします

※自動返却機は中央図書館、武蔵野プレイスのみ

※学校の宿題・課題の回答はできません。

過去の受賞作品集
は各図書館で閲覧
できます。

※催し物の詳細は、図書館のホームページのほか、市報７月 1日号でも
　掲載しています。

トップ画面には蔵書検索、
催し物情報などがあります。

◀︎
自
動
貸
出
機

◀︎
自
動
返
却
機

そのほかにも
７月 中央図書館 吉祥寺図書館 武蔵野プレイス

21 月 映画会 映画会 映画会
22 火 工作教室
23 水 お話し会 科学遊び 休
24 木 工作教室 点字教室 科学遊び
25 金 休 休 お話し会
26 土 映画会 映画会
27 日 科学遊び 映画会
28 月 点字教室 工作教室
29 火 工作教室
30 水 工作教室 お話し会 休
31 木 映画会 点字教室

資　料 貸出点数 貸出期間
図書・雑誌 10点

２週間CD ２タイトル
ビデオ・DVD ２タイトル

もっと

知りた
い

＊詳しくは各図書館にお問い合わせください。

こどもまつり「昆虫教室」

サ ー ビ ス い ろ い ろ！
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キリトリセン

旧
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散策マップ

市 無 形
民俗文化財

市有形
文化財

子ども文化・スポーツ・
体験活動基金の活用事業について

歴史資料館（仮称）展示基本設計を策定しました！

26年度 ｢開かれた学校づくり協議会 ｣
委員委嘱状交付式が行われました

市立小学校の教科書を採択します

大人のための生涯学習ガイドを発行しました
文化財散策マップを改訂しました

　子どもたちが文化やスポーツ、野外活動などを通じて、新た
な発見や驚きを肌で感じ、豊かな心や感性を育み、心身ともに
健康な体をつくるきっかけとなるよう様々な事業を行っていま
す。大学、文化財、自然など豊かな地域資源を生かした「親子
deサイエンス」「文化財活
用講座（むさしの発見隊）」
など夏休み期間の開催や親
子で参加できる講座を実施
します。また、「子どもス
ポーツ団体支援事業費補助
金制度」を開始します。各
イベント等の募集は随時市
報に掲載します。

　武蔵野市の歴史を未来に継承し、地域の歴史を学び、歴史資料を媒介として市民が交
流する拠点として、本年 12月（予定）、武蔵野市歴史資料館（仮称）を開設します。
　歴史資料館 (仮称 ) は、武蔵野市の歴史公文書や文化資料を保存し、活用するための中
心的な役割を果たします。公文書や資料は、歴史資料館（仮称）だけでなく、市役所文書庫、
中央図書館、関前文化財調査室、旧桜堤小学校などに分けて保存し、様々な施設とネッ
トワークを結びながら活用を図っていきます。
　歴史資料館 (仮称 ) には、主に市の通史に関する常設展示を行う第１展示室、企画展示
などを行う第２展示室のほかに、市民スペース、会議室、歴史公文書等収蔵庫、民俗資
料収蔵庫などが設置されます。第１展示室には、民具などに触れる体験スペースも設置
される予定です。
　市のホームページには展示基本設計概要を掲載しています。

　５月 19 日（月）、市役所で「開かれた学校づくり協議会」
委員の委嘱状交付式が行われました。教育長から委嘱状を交付
した後、事務局から 26年度の教育委員会の主要施策等につい
て説明を行いました。

　「開かれた学校づく
り協議会」は、地域の
方々で構成され、市立
小中学校全 18 校に設
置されています。学校
の教育活動全般のこと
や、学校の評価・改善
策などについて話し合
います。

　27年度から使用する市立小学校の教科書を、８月末までに
教育委員会で採択します。採択にあたっては、市立小学校教員
による教科別調査委員会や、学識経験者、保護者代表等による
採択協議会が調査研究・協議を行うとともに、学校や市民から
寄せられた意見を参考にいたします。

　大人のための生涯学習ガイドは、教育委員会
をはじめ、市の各部署、生涯学習振興事業団な
どの各種関連団体が行う 315の生涯学習事業を
まとめました。事業の簡単な内容、費用、日時、
場所、問合せ先等が記載されており、気になる
情報をすぐに調べられます。生涯学習に関連す
る市の制度・施設などの情報も掲載しています。

　文化財散策マップは、市内の指定文化財、歴史
などの解説と散策コース（旧境村、関前村、西窪村、
吉祥寺村の４コース）を紹介しています。市内を
散策しながら文化財巡りを楽しめます。
　どちらも生涯学習スポーツ課、各市政センター、
図書館で配布しています。

問 生涯学習スポーツ課　生涯学習係、スポーツ振興係

問 生涯学習スポーツ課　歴史資料館開設準備担当

問 指導主事、指導課　指導事務担当

問指導主事、 指導課　指導事務担当

問 生涯学習スポーツ課　生涯学習係、歴史資料館開設準備担当

みなみらんぼうさんと自然観察ハイキング
（昨年度の様子）

連
載

む
さ
し
の
歴
史
探
訪
⑤

郷土芸能むさしのばやし

武蔵野八幡宮の蕨手刀(非公開)

きょうどげいのう
むさしのばやし

むさしのはちまんぐう
のわらびてとう K - 4

　吉祥寺囃子は、文久２年（1862）、吉
祥寺村の八幡神社（現在の武蔵野八幡

宮）のお祭りを賑やかにするために、吉祥寺村の若者
達が中心となり生まれたといわれ、代 「々吉祥寺囃子
連中」により伝承されてきました。市では、昭和46年
４月に武蔵野市無形民俗文化財に指定し、これを機
に名称も「むさしのばやし」に変更されました。

　蕨手刀は鉄製の刀で、主に北海道から中部地方へかけての東日
本に広く分布しています。柄頭が、蕨の若芽のように渦をまくデ

ザインから蕨手刀と呼ばれています。

　境内入口の左側に、正面に「神田御上水井之頭辨財天」、左面
に「天明五歳乙巳三月吉日　これよりみち」と彫られた道標が

あります（天明五年は 1785 年）。井の頭弁天の参拝者のために建てられたも
ので、もとは八幡宮の対角の地にありました。その後、大正時代の道路拡幅の
際には約 500m 南へ、昭和 44 年には小金井公園内へと移設されましたが、地
元住民の熱心な要望により、平成 20 年この地に戻ることとなりました。

「郷土芸能のつどい」
・開催　10月26日（日）
・場所　武蔵野芸能劇場
※チビッコ教室受講生の
　演奏も披露されます。

　郷土芸能むさしのばやしは、今から150 年以上前
から伝わる「吉祥寺囃子」が由来です。
　大太鼓１、小太鼓２、かね１、笛１の楽器で編成され、
六つの組曲で構成されます。
　現在も武蔵野八幡宮の例大祭を中心に、郷土の音
色を響かせています。
　また、教育委員会では、昭和 50 年（1975）から
むさしのばやし保存会の協力を得て、「むさしのばやし
チビッコ教室」を開催し、小中学校の子どもたちが練
習に励んでいます。

　昭和３年（1928）、境内の地ならし工事の
際、社殿西側の大ケヤキの根元から出土した
といわれています。長さ 63 ㎝、最大身幅 4.3
㎝、厚さ 0.5 ㎝の直刀で、外装を失い鍔（つば）
はさび、刃こぼれがあるものの全体の形状は
よくとどめています。７世紀末から８世紀頃
のものと考えられています。

歴　史

歴　史

お散歩

出演案内

吉祥寺東町１－１－23 武蔵野八幡宮
所在地
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キリトリセン

教育委員会の会議（３～６月）

社会教育委員の会議（３～６月）

　市の教育に関する様々な施策は、５人の教育委員による会議で決
めています。会議は原則公開です。この間、定例会を４回開催し、13
の議案、２の協議事項、29の報告事項について話し合いました。

　社会教育委員は、学校教育以外の主として青少年及び成人に対し
て行われる組織的な教育活動に関し、教育委員会へ助言することを
目的に設置されています。この間、定例会を４回開催しました。

◆議決事項：	市立学校職員労働安全衛生管理規則　ほか
◆協議事項：	 26 年度各課の主要事業について　ほか
◆報告事項：	「アンネの日記」等の被害状況について
	 子ども生活実態調査について
	 体罰に関する本市の実態と今後の対応について　ほか

◆協議事項：	 24 〜 25 年度協議報告書の作成について
	 26 年度主要事業について　ほか

今後の定例会の予定　＊変更する場合があります。
８／６（水）、９／２（火）、10／８（水）、11／６（木）、12／２日（火）
＊時間：10：00〜（10/8は13：30〜）　＊場所：教育委員会室

今後の定例会の予定　＊変更する場合があります。
８／６（水）、９／２（火）、10／８（水）、11／６（木）、12／２日（火）
＊時間：10：00〜（10/8は13：30〜）　＊場所：教育委員会室

散策マップ 連
載

む
さ
し
の
歴
史
探
訪
⑤

J - 6～K - 6

　井の頭池遺跡群について

の最も古い記録は、明治 20

年（1887）に和田万吉氏が『東京人類学学

会報告』に発表した「久ケ山村幷に井の頭

の土器」という記事です。井の頭弁天付近

で発見された土器や石斧等について報告さ

れています。古くから遺跡の存在が知られ

ており、昭和 37 年（1962）に武蔵野市史

編さんにあたり発掘調査が実施されました。

　平成 24 年実施の

老舗焼き鳥店建築に

伴う調査で、ナイフ形石器や掻器など

とともに「礫群（れきぐん）」が４基

発見されました。礫群とは、焼石を使っ

た調理場と考えられています。水辺が

近く日当たりの良いこの辺りは、当時

から動物の肉を焼いたりと、生活する

のに都合が良かったようです。

歴　史 お散歩

学校だより
特別支援学級編

　武蔵野市では、子どもたちの発達の状況や障害の状態に応じて適切な教育ができるよう、
特別支援学級を設置しています。今回は、難聴学級と言語障害学級を紹介します。

　市内小学校に在籍していて、「聞こえ」や「言葉」に関して支援が必要な子どもたちが通っ
ています。保護者や在籍学級担任と連携を図り、一人ひとりのニーズに合わせた個別指導を
行い、コミュニケーション力や言葉の力を伸ばすことを目標にしています。

　正しく発音できない音がある、話す時に
言葉が出にくい、年齢より幼い話し方をす
る等、言葉に関して心配がある子どもたち
が通っています。
　音を聞き分ける力を付けて正しい発音を
習得すること、言葉の理解力や表現力を伸
ばす指導を行い、
言葉やコミュニ
ケーションにお
ける自信を育て
ることを目標に
しています。

　今持っている聴
覚の活用を図り、
コミュニケーショ
ン能力を高める指
導や言語理解力、
表現力を伸ばす指導をしています。
　また、定期的にグループ活動を行うこと
で、小集団の中で「こだま学級の仲間意識
を育て、自発的に活動すること」を目標に
しています。子どもたちは自ら活動内容を
考えたり、挨拶や進行などの役割をもった
りと意欲的に活動しています。

こだま学級
（言語障害）

エコールーム
（ 難 聴 ）

こだま学級
（ 難 聴 ）

　市内外の中学生
を対象とした通級
制の難聴学級です。
通常の補充授業の
ほか、聴覚障害に
ついての正しい知
識や聴力検査器具
の扱い方を学ぶことで、子どもたちが自身で聴覚管
理ができる力を育てています。子どもたちは他の生
徒と同じように、放課後には行事の企画や委員会活
動、部活動に参加しています。
　また、第一中学校ではすべての教室の椅子にテニ
スボールを装着し静かな授業環境づくりに取り組み、
４月には全クラスの新入生を対象にエコールーム担
任が１時間ずつ授業を行うことで、他の生徒の難聴
への理解を図っています。

問 教育支援課　特別支援教育係

問 教育企画課　教育企画係

問 生涯学習スポーツ課　生涯学習係

　教育支援センターでは、専門の相談員（臨床心理士）が、子育て、心や
身体の発達、いじめ、不登校などの相談をお受けします。

子育てや学校生活で悩んでいる方へ

所在地
受　付　月～金曜日（祝日を除く）　9：00～17：00

教育相談 ☎0422 60 1899

問合せ 指導主事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (60)1898
教育企画課　教育企画係・・・・・・・・・・・・・ (60)1894
指導課　指導事務担当・・・・・・・・・・・・・・ (60)1897
教育支援課　特別支援教育係・・・・・・・・・・・ (60)1908
生涯学習スポーツ課　生涯学習係・・・・・・・・・ (60)1902
生涯学習スポーツ課　スポーツ振興係・・・・・・・ (60)1903
生涯学習スポーツ課　歴史資料館開設準備担当・・・ (60)1950
中央図書館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (51)5145
吉祥寺図書館・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (20)1011
武蔵野プレイス・・・・・・・・・・・・・・・・・ (30)1900

一部
都史跡井の頭池遺跡群

井の頭池遺跡群の埋蔵文化財

いのかしらいけ
いせきぐん

　井の頭池を取り囲むように武蔵野市
の御殿山遺跡、吉祥寺南町一丁目遺跡、
吉祥寺南町三丁目遺跡があります。ま
た、三鷹市側にも井の頭Ａ・Ｂ・Ｃ遺
跡があり、これらの遺跡はまとめて井
の頭池遺跡群と呼んでいます。これま
での発掘調査から、後期旧石器時代（約
25,000 年前〜 15,000 年前）のナイフ
形石器や、縄文時代の竪穴住居跡、土器
や石器などが発見されており、水場である井の頭池を取り囲む台地上に集落が形
成されていたことがわかってきました。遺跡の範囲は、埋蔵文化財包蔵地と呼ば

れ過去の発掘調査の結果から範囲を確
定しています。今後の調査成果によっ
ては、範囲が広がる可能性もあります。

所在地
武蔵野市御殿山１、吉祥寺南町１、吉祥寺南
町３の一部
三鷹市井の頭３・４丁目、井の頭恩賜公園内

※これらの埋蔵文化財は、歴史資料館（仮称）に常設展示される予定です。縄文土器　深鉢

凹石（くぼみいし）
木の実を割る道具とされている

石鏃（せきぞく）
矢柄の先に着ける石器

吉祥寺南町一丁目 遺跡調査の様子

井の頭恩賜公園内の御殿山遺跡の碑

桜野
小学校

桜野
小学校

第一
中学校

山口教育委員が再任されました
　教育委員の任期満了に伴い、市議会の同意を得
て山口彭子委員が再任されました。
　山口委員の任期は、26年４月１日から30年３月
31日までの４年間です。
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