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生涯学習とは、市民一人一人が生涯にわたり、あらゆる機会に、あらゆる場所において主体的

に行う学習活動の総称です。内容は教養的なものだけでなく、文化・芸術、スポーツ・レクリエ

ーション、地域社会における防災や環境、福祉など、幅広い分野を網羅します。また、学習の形

態も、個人学習や公共機関が実施する講座の受講をはじめ、民間のカルチャーセンターやスポー

ツクラブでの活動、仲間とのサークル活動など、多岐にわたります。 

行政が行う「生涯学習の推進」とは、「市民の学習活動を支援すること」を指します。市民の生涯

学習をより良い地域社会づくりにつなげていくため、関係機関と連携した各種事業の実施や情報の

提供のほか、市民相互の学び合いの促進、市民が学んだ成果を地域に還元できるような仕組みの構

築などの支援を行っています。 

 

（１）生涯学習審議会 
生涯学習審議会は、教育委員会の附属機関として2012年度から設置されています。生涯学習の振

興及び社会教育に関する基本方針の立案、施策及び事業の評価について、教育委員会の諮問を受け、

調査、審議し、答申をします。 

委員は15人以内で、町田市社会教育委員が８人以内、生涯学習又は社会教育に関する関係機関の

代表が５人以内、公募による市民が２人以内です。委員の任期は２年です。 

 

生涯学習審議会の答申 

答申名 日付 内容（骨子） 

町田市における生涯学習の進め方
について 

－答申－ 
2013.7.2 

町田市教育プランを改定するにあたり、現代社会にお
いて生涯学習の押さえるべき要点、町田の現状を踏ま
えた課題及び解決策の提示。 

地域社会の課題に対応する生涯学
習のさらなる充実に向けた仕組み
について 

－答申－ 

2016.3.18 

 
地域課題に対応した生涯学習を推進するうえでの 
生涯学習行政の役割及び課題の整理、今後進めるべ 
き施策の方向性、具体的な手だての提案。 
 

今後の生涯学習施策の進め方につ
いて 

－答申－ 
2018.3.8 

社会状況の変化を踏まえた生涯学習の意義や生涯学
習行政の使命、生涯学習施設の課題等の整理、今後重
点的に取り組むべき生涯学習施策の提案。 

 

 

 

 

 

 

１．生涯学習         
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（２）社会教育委員 
 社会教育委員は、教育委員会への提言や社会教育に関する調査や審議を行います。また、青少年

教育に関する特定の事項について社会教育関係団体や社会教育指導者に対し、助言と指導を与える

ことができます。 

委員は８人以内で、任期は２年です。 

 

社会教育委員の答申・提言（一部） 

答申・提言名 日付 内容（骨子） 

町田の地域活動を活性化させるた
めの生涯学習プログラム～学校の
特別教室を利用した生涯学習クラ
ブの設立～ 

－提言－ 

2006.4.25 
社会教育を取り巻く課題、市内の活動事例、事例を踏
まえた生涯学習の方向の提示。学校の特別教室を活用
した生涯学習プログラムの提言。 

子ども行政一元化に向けた組織改
正に関わる青少年教育について 

－提言－ 
2008.2.7 

青少年教育施策を市長部局に移管するにあたり、施策
の推進に向けた視点の提言。 

今後の生涯学習施策について 
 

－提言－ 
2008.4.22 

文化・スポーツ及び青少年教育施策を市長部局に移管
するにあたり、施策の推進に向けた視点の提言。 

町田市における生涯学習センター
の機能、学習機会の提供のあり方
について 

－答申－ 

2010.3.26 
町田市の生涯学習センターの理念、機能と具体像の提
示、それらの実現に向けた施策等の提案。 

町田市生涯学習センターへの提言 
 

－提言－ 
2012.3.27 

「生涯学習」の再定義、町田市生涯学習センターの進
むべき方向、まちづくりへの参画のためのプロジェク
ト、社会教育委員の役割の提言。 
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町田市には縄文時代の遺跡をはじめ、先人の遺した多くの文化財があります。しかし、近年の

宅地開発や土地区画整理、生活様式の変化によって遺跡などの埋蔵文化財、古い建造物、古文書

などの有形文化財や、郷土芸能などの無形文化財が失われつつあります。これらの文化財は、先

人の生活ぶりを正しく知るための手掛かりとなるものです。町田市では 1960年、町田市文化財保

護条例を制定し、失われつつある文化財の保護に努めるとともに、郷土の歴史・文化を未来へ継

承するため、資料の収集・保存、展示、調査・研究等を行っています。 

 

（１）自由民権資料館 
 明治10年代、全国各地で自由と権利を求めた運動が盛りあがり、薩長を中心とした明治藩閥政治

に対して国会開設・憲法制定・地租軽減・地方自治などを要求し、その実現を目指した自由民権運

動が展開されました。三多摩を含む神奈川県でも活発な動きがあり、なかでも町田市域は石阪昌孝

や村野常右衛門、青木正太郎、細野喜代四郎ら有力な指導者を輩出しました。彼らを中心に結社と

呼ばれる組織がつくられ、政治学習運動が推し進められました。この運動のなかで、野津田村の

村野常右衛門が私財を割き、1883（明治16）年２月に建てたのが「凌霜館（りょうそうかん）」と

いう文武道場でした。 

 1984年11月にこの凌霜館跡地が子孫の方から町田市に寄付されたのを受け、町田市ではこのゆか

りの地に自由民権運動を中心とした資料館を建てるとともに、隣接土地を所有する方の協力を得て、

丘陵に続く貴重な緑を守っていくことになりました。そして、1986年11月３日に自由民権資料館が

開館しました。常設展示「武相の民権／町田の民権」を行うとともに、意欲的に企画展示にも取り

組んでいます。 

 

① 施設概要 

  ○ 所在地 町田市野津田町897 

  ○ 電話 734・4508 

    ○ 構造 鉄筋コンクリート造、地下１階 

       地上２階建て 

  ○ 延床面積 911.15㎡ 

 

 ② 施設内容 

  ○ 展示施設 167.30㎡ 

  ○ 収蔵施設 180.00㎡ 

  ○ 閲覧室等 116.65㎡ 

 

 ③ 利用案内 

   ○ 利用時間 午前９時～午後４時30分 

  ○ 休館日  月曜日（祝休日、振替休日にあたるときは、その翌日） 

12月28日～翌年１月４日、特別休館日 

２．歴史・文化財         
 

自由民権資料館 
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  ④ 資料の収集等 

   町田を中心に、明治10年代当時に市域の民権家が運動の範囲として考えた三多摩や神奈川県な

どに対象地域を拡げ、自由民権運動関係資料の収集に努めています。運動に関わる直接の資料を

はじめ、書簡、書籍、写真類、当時の新聞・雑誌、あるいは民権家の使ったゆかりの品や、町田

市域に関わる古文書類などの資料を収集、整理、保存、管

理し、常設展示やテーマを決めた企画展示や市民向けの歴

史講座などを実施しています。 

また、民権運動を対象とした論文や関連の文献なども、

全国的な視点で幅広く収集し、自由民権運動の文献情報セ

ンターとしての役割を果たしています。 

さらに、資料館の前身の市史編さん室が収集した町田の

歴史に関わる資料、周辺地域の各自治体史や歴史書なども

同時に収集し、閲覧できる体制を整えています。 

 

 

2017年度 展覧会一覧 

 

 

 

 

 

 

 

（２）考古資料室 
  考古資料室は、市内の遺跡から発掘された遺物や調査の記録類の保管を主な目的として、1991年

３月に竣工し、1993年度から収蔵資料を公開しています。 

 

① 施設概要 

○ 所在 町田市下小山田町4016 

  ○ 電話 797・9661 

  ○ 構造 鉄筋コンクリート造、２階建て 

   ○ 延床面積 482.18㎡ 

 

 ② 施設内容 

○ 収蔵庫 219.8㎡ 

○ 実習室 76.5㎡ 

  ○ 展示室 35.0㎡ 

 

展覧会名 会期日数（日） 入館者数（人） 

常設展示 「武相の民権／町田の民権」 302 6,648 

特別展示 「村野常右衛門関係史料」（前期） 42 1,025 

特別展示 「村野常右衛門関係史料」（後期） 44 1,109 

特別展示 「民権家の創作と精神世界」 44 1,183 

自由民権資料館閲覧室 

考古資料室 
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③ 利用案内 

  ○ 開館日 毎月第２・４土・日曜日、祝休日（12月28日～翌年１月４日は休館） 

           ※７・８月のみ、毎週土・日曜日、祝休日 

  ○ 利用時間 午前10時～午後４時 

 

（３）文化財の保護 
 文化財とは、人間と自然が遺した文化的な遺産であり、歴史上、学術上、芸術上など、様々な観

点から優れた価値をもつ「有形の財」「無形の技・芸」です。 

 

① 文化財保護審議会 

  文化財保護審議会は、文化財の選定や文化財保護に関する教育委員会の諮問に応じて、調査、

審議及び建議するもので、文化財保護条例に基づき設置されています。文化財に関し広くかつ高

い識見のある者10人以内で構成しています。 

 

② 埋蔵文化財の調査等 

  町田市内は遺跡の宝庫です。これまでに約 1,000箇所の遺跡が確認されています。これらの遺

跡は、土木工事等によって常に消滅の危機にさらされているため、できる限り保存するように指

導を行っていますが、これが不可能な場合は事前に発掘調査の指導を行っています。 

  

③ 指定文化財・登録文化財 

   町田市内には、多くの重要な文化財が残っています。それらのいくつかは、次の表のとおり、

国・都・市の指定文化財及び市の登録文化財になっています。 

指定文化財制度では、主に近世以前の学術的、芸術的価値が特に高いと認められる文化財に対

して保護を行っています。しかし、近年は、近代以降の文化財の重要性が認識され、また、開発

等により文化財消失の危機が広範囲で進行している状況です。そこで、指定文化財制度を補完す

るものとして 2015 年 4 月に登録文化財制度を導入しました。この制度は、指定文化財制度より

広範囲の文化財を対象としており、市にとって歴史的な意義のある多くの文化財を保護、周知す

ることを目的としています。 
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町田市の指定文化財 

区  分 名        称 所   在   地 指定年月日 

国・重要文化財 旧永井家住宅 野津田町 3270 薬師池公園内 S53. 1.21 

都・有形文化財 

妙福寺祖師堂 三輪町 811 妙福寺 S36. 1.31 

無極和尚坐像 下小山田町 332 大泉寺 S36. 1.31 

観世音菩薩立像 小山町 2524 福生寺 S36. 1.31 

旧荻野家住宅 野津田町 3270 薬師池公園内 S49. 8. 1 

異形台付土器(2点) 本町田 3562 市立博物館内 S50. 2. 6 

旧多摩郡小野路村名主小島家文書 小野路町 950 小島資料館 H 5. 3.22 

小野路組合農兵隊関係資料 小野路町 950 小島資料館 H12. 3. 6 

市・有形文化財 

十六羅漢図 小山町 3629 宝泉寺 S39.11.25 

長福寺山門・文珠堂・本堂格天井花丸絵画 相原町 2109 長福寺 S48. 3. 8 

清水寺観音堂・鐘楼・水屋 相原町 701 清水寺 S48. 3. 8 

青木家住宅 相原町 810 S52. 2.23 

神蔵家住宅 金井町（個人住宅のため非公開） S52. 2.24 

妙福寺本堂・鐘楼門・高麗門(総門) 三輪町 811 妙福寺 S59. 2.24 

天神社本殿 南大谷 451 天神社 S59. 2.24 

阿弥陀三尊像 原町田 3-5-12 勝楽寺 S60. 4.17 

阿弥陀三尊像 本町田 3654 養運寺 S60. 4.17 

阿弥陀如来坐像・地蔵菩薩立像 相原町 3729 円林寺 S60. 4.17 

釈迦如来坐像 小山町 3629 宝泉寺 S60. 4.17 

菩薩立像脇侍像 小山町 2524 福生寺 S62.11.13 

誕生釈迦仏立像 成瀬 4-14-1 東雲寺 S62.11.13 

聖徳太子立像 鶴間 5-17-1 円成寺 S62.11.13 

薬師如来坐像 野津田町 3224 薬師堂 S62.12.11 

箭幹八幡宮随身門 矢部町 2666 箭幹八幡宮 H 2. 2.14 

熊野神社本殿 三輪町 1925-1 熊野神社 H 2. 2.14 

村野常右衛門生家 小野路町 1256-1他 野津田公園内 H 6. 7.11 

能ケ谷出土銭遺跡出土品一式 下小山田町 4016 考古資料室 H 9. 3.25 

北条氏照朱印状 永禄 5（1562）年 7月 5日 個人所蔵  H22.12.22 

北条氏照朱印状 永禄 8（1565）年 3月 20日 個人所蔵  H22.12.22 

彫刻付大形石棒（忠生遺跡） 下小山田町 4016 考古資料室 H23.12.16 

土偶一式（忠生遺跡） 下小山田町 4016 考古資料室 H23.12.16 

深鉢形土器（忠生遺跡） 下小山田町 4016 考古資料室 H23.12.16 

細野喜代四郎書斎（処静小斎） ＊移築のため部材の状態で保管中    H23.12.16 

隆起線文土器（なすな原遺跡） 下小山田町 4016 考古資料室 H24.12.14 

爪形文土器（川島谷遺跡） 下小山田町 4016 考古資料室 H24.12.14 

南多摩郡各町村縮図（127枚一括） 野津田町 897      自由民権資料館 H24.12.14 

中空土偶頭部（田端東遺跡） 下小山田町 4016     考古資料室 H26. 1.10 
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クルミ形土器（木曽中学校遺跡） 下小山田町 4016      考古資料室 H27.1.9 

細野利平家（角屋）ガラス乾板 野津田町 897     自由民権資料館 H27.1.9 

村野常右衛門関係史料 野津田町 897     自由民権資料館 H29.1.13 

なすな原遺跡出土透かし彫り土製耳飾り一式
（１２点） 下小山田町 4016      考古資料室 H30.1.24 

日枝神社本殿 鶴間 6-21-24        日枝神社 H30.1.24 

市・無形民俗 
文 化 財  

金井獅子舞 金井町八幡神社 S38.10.22 

丸山獅子舞 相原町諏訪神社 S38.10.22 

矢部八幡宮獅子舞 矢部町箭幹八幡宮 S38.10.22 

大戸囃子 相原町大戸八雲神社 S38.10.22 

三ツ目囃子 小山町三ツ目日枝神社 S38.10.22 

国・史跡 高ヶ坂石器時代遺跡(牢場、稲荷山、八幡平) 高ヶ坂 2-1418-3他 T15. 2.24 

都 ・ 史 跡 

田端環状積石遺構 小山町 3112-2，3113-2 S46. 3.29 

青木家屋敷 相原町 810他 S55. 2.21 

小山田１号遺跡 小山田桜台 2-16-32 S60. 3.18 

本町田遺跡 本町田 3455-36他 H 4. 3.30 

西谷戸横穴墓群 三輪緑山 1-25-8 H 4. 3.30 

下三輪玉田谷戸横穴墓群 三輪町 897 H20. 3.26 

市 ・ 史 跡 

(通称)代官屋敷 金井町（個人住宅のため非公開） S39.11.25 

木曽一里塚 木曽西 4-14 S44. 9. 2 

三輪白坂横穴群 三輪町 1720-1 S50.10.27 

(通称)鎌倉井戸 山崎町 1050-1 S54. 9. 7 

白洲次郎・正子旧宅 能ヶ谷 7-3-2他 H14.11.14 

都 ・ 旧 跡 
相原かま跡 相原町陽田谷戸 T15. 4   

井出の沢古戦場 本町田菅原神社付近一帯 T15. 4   

都 ・ 名 勝 福王寺旧園地(薬師池公園) 野津田町 3270 H10. 3.13 

市・天然記念物 

アカガシ群落 相原町 701 清水寺内 S39.11.25 

シダレザクラ 小山町 2507-1 小山市民センター内 S39.11.25 

シイ 小野路町 5451 田極氏方 S39.11.25 

 

町田市の登録文化財 

区  分 名        称 所   在   地 登録年月日 

市・有形文化財 

西谷戸横穴墓群出土圭頭大刀 下小山田町 4016      考古資料室 H28.1.8 

野津田神社幟（石阪昌孝揮毫） 野津田町 897     自由民権資料館 H28.1.8 

善寧児先生碑（通称 ジェンナー碑） 相原町 701         清水寺内 H28.1.8 
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―― 指定文化財の紹介 ―― 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【東京都指定史跡 本町田遺跡】 

【国指定史跡 高ヶ坂石器時代遺跡】 

【東京都指定有形文化財 旧荻野家住宅】 【東京都指定史跡 田端環状積石遺構】 

【国指定重要文化財 旧永井家住宅】 
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―― 指定文化財の紹介 ―― 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【町田市指定有形文化財 

深鉢形土器（忠生遺跡出土）】 

【町田市指定有形文化財 村野常右衛門生家】 

【町田市指定有形文化財 

土偶一式（忠生遺跡出土）】 

【町田市指定有形文化財 

能ヶ谷出土銭（約１万枚の古銭）】 

【町田市指定有形文化財 

中空土偶頭部（田端東遺跡出土）】 

【町田市指定有形文化財 

クルミ形土器（木曽中学校遺跡出土）】 
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―― 登録文化財の紹介 ―― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【町田市登録有形文化財 

西谷戸横穴墓群出土圭頭大刀】 

【町田市登録有形文化財 

善寧児先生碑（通称 ジェンナー碑）】 

【町田市登録有形文化財 

野津田神社幟（石阪昌孝揮毫）】 
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町田市生涯学習センターは、市民の生涯にわたる学習活動を総合的に支援するための教育機関

として、学習に関する機会や情報の提供、市民の多様な学習活動への支援、学習施設の貸出しな

どを行っています。 

 

（１）施設概要 
○ 所在 町田市原町田６-８-１ 町田センタービル 

○ 構造 鉄骨鉄筋コンクリート、一部鉄筋コンクリート・鉄骨造地下２階・地上８階建て

の内、６階～８階 

○ 延床面積 2,676.84㎡ 

 

（２）施設貸出 
 生涯学習センターでは、まちだ中央公民館として以下の施設を貸出しています。 

 

 ① 貸出施設概要 

○ ホール 定員158名 

  ○ ホール控室 定員10名２室 

  ○ 学習室 定員30名１室 定員21名１室 定員18名１室 定員15名２室 定員12名２室 

  ○ 調理実習室 定員37名 

  ○ 美術工芸室 定員30名 

  ○ 視聴覚室 定員36名 

  ○ プレイルーム 定員18名 

 ○ 音楽室 定員24名１室 定員18名１室 

  ○ 和 室 定員45名１室 定員24名１室 

  ○ 保育室 定員20名１室 

 

 ② 利用時間・休館日 

  ○ 利用時間 午前９時～午後10時 

  ○ 休館日 第４月曜日（祝日、振替休日にあたるときは、その翌日） 

12月29日～翌年1月3日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．生涯学習センター 
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2017年度 貸出施設利用状況 

会議室名 利用件数（件）

（（（（件） 

利用人数（人） 

ホール 385 21,122 

 学習室１・２ 1,607 22,853 

 学習室３・４ 1,758 13,204 

学習室５・６・７ 2,735 22,779 

和室１・２ 1,500 13,481 

音楽室１・２ 1,948 16,603 

プレイルーム 953 7,533 

調理実習室 630 8,854 

美術工芸室 789 10,175 

視聴覚室 717 12,260 

保育室 280 3,658 

  

（３）学習活動の支援 
市民一人一人が自分にあった学習活動を進めていけるように、学習に関する相談や情報提供な

どを行っています。また、学習した成果を地域で活かす仕組みづくりや、地域での学び合いに対

して、支援を行っています。 

  

 ① 学習相談 

学習者（団体含む）の学習上の問題を解決するために、学習相談を行っています。 

学習者自らがテーマや方法を選んで学習活動を進めていけるように、学習者の問題や悩みを聞

き、その解決に向けて援助したり、これから学習活動をする人のニーズを把握し、学習活動がで

きるように学習情報の提供や助言をしたり、学習活動の質を高め、継続的なものにするための助

言を行ったりしています。 

 

② 情報・資料コーナー                

  生涯学習センターの６階に「情報・資料コーナー」を設置しています。このコーナーでは、

各方面から送付される定期刊行物や講座・催し物のチラシ・ポスターを15の分野に分けて配

置、掲示しており、町田市内に限らず、他の地域や学校等も含めた様々な生涯学習に関する情

報を閲覧することができます。 

 

③ 生涯学習ＮＡＶＩ 好き！学び！ 

市民が生涯学習を行う際に役立つように、町田市の講座・イベント 

情報誌『生涯学習ＮＡＶＩ 好き！学び！』を発行し、市内の公共施設 

で無料配布しています。 

 

 

 
『生涯学習ＮＡＶＩ 好き！学び！』 

2018 年度春号 
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④ 生涯学習ボランティアバンク制度 

   市民がより充実した生涯学習活動が行えるよう、様々な知識や技術、 

経験をもち、地域社会に役立てたいと考える市民又は団体と、身近な 

学習活動を通じて知識や技術を習得したいと希望する市民団体等の橋 

渡しをしています。また、この制度をより多くの方に利用してもらえ 

るよう、定期的に体験講座を実施しています。 

 

 ⑤ 社会教育関係団体講師派遣制度 

学習・文化活動を行うことを目的として主に町田市内で活動している団体が、会員以外にも広

く参加を呼びかけ、講師を招いて実施する学習会・講演会について、その講師の謝礼を援助して

います。 

※この制度は2017年度をもって終了いたしました。 

 

社会教育関係団体講師派遣制度謝礼支払額・申請団体数・実施団体数 

区分 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 

謝礼支払額（千円） 901 985 861 456 408 

申請団体数 49 52 44 38 34 

実施団体数 46 50 44 38 34 

 

 ⑥ 学校施設「特別教室」の開放 

市民の学習・団体活動等、地域活動の場として、開放区画のある次の学校の「特別教室」を 

開放し、学校教育に支障のない範囲で貸出しています。 

 

 ○ 利用できる特別教室（2018年度） 

  ・本町田小学校 

    多目的室、ランチルーム 

  ・木曽境川小学校 

  音楽室、家庭科室、ランチルーム 

  ・小山ヶ丘小学校 

  理科室、図工室、音楽室、第３音楽室、家庭科室 

  ・鶴川中学校 

  小ホール（階段教室）、ミーティングルーム 

 

○ 利用時間（2018年度） 

   【本町田小学校、木曽境川小学校、小山ヶ丘小学校】 

   ・火･木曜日 午後６時30分～午後９時 

※夏季期間（夏休み）は午後１時～午後９時 

   ・土･日･祝日 午前９時～午後９時 

生涯学習ボランティアバンク 

一日体験講座 
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【鶴川中学校】 

・木･金曜日 午後６時30分～午後８時30分

・土･日･祝日 午前９時～午後５時まで

※鶴川中学校については、祝日と開放を行わない日（月・火・水曜日）が重なった場合は、

開放いたしません。

○ 休室日

年末年始、学校行事開催日または教育委員会が指定する日 

○ 利用状況（2017年度）

学校 利用教室 延べ利用人数（人） 

本町田小学校 
多目的室 

ランチルーム
629 

木曽境川小学校 

音楽室 

家庭科室 

ランチルーム

968 

小山ヶ丘小学校 

理科室 

図工室 

音楽室 

第３音楽室 

家庭科室 

1,098 

鶴川中学校 
小ホール（階段教室） 

ミーティングルーム
1,008 

（４）各種講座等の開催
生涯学習センターでは、子どもから高齢者まで、あらゆる世代の市民を対象に講座や講演会、

イベントなどを開催しています。

① 生涯学習センターまつり

生涯学習センターを利用している団体、サークル

が、日頃の成果を発表し、交流する場として毎年実施

しています。 

 このまつりは、企画・運営委員を公募し、参加団

体・サークルが実行委員となって、生涯学習センター

と共に運営しています。 

 2017年度に開催した第6回生涯学習センターまつり 

では、展示の部23団体、発表の部28団体、ワークショップの部2団体が参加しました。 

第 6回(2017年度) 生涯学習センターまつり 
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② 市民大学事業

市民の生涯学習にかかわる条件整備の一環として、1993年６月に「まちだ市民大学HATS」を

開校しました。毎年受講生を募り、通年と前・後期に分けての連続講座を開催しています。 

2018年度の通年講座は「多摩丘陵の自然入門」、前期講座は「“こころ”と“からだ”の健

康学」「環境講座」「まちだ市民国際学」「町田の歴史」「まちだの福祉」「人間関係学講

座」、後期講座は「“こころ”と“からだ”の健康学」「環境講座」「くらしに活きる法律」

「町田の歴史」「人間科学講座」「まちだの福祉」です。連続での受講が難しい方や興味をもた

れた方のために、公開講座（連続講座の１～２回を一般の方が聴講できるよう公開している講

座）も設けています。各講座とも、市民・有識者などからなるプログラム委員会での議論を基に

企画しています。 

市民大学受講後には、修了生が任意で学習サークルを立ち上げて学びを継続しています。

2018年6月現在、44の修了生団体が活動しています。 

③ 市民提案型事業 講座づくり★まちチャレ

市民グループの学習成果や発想を生かした企画を基に、市民生活の向上や地域課題の解決に

つながる講座を行政と市民が協働で実施しています。2017年度は、「子どもの貧困に向きあう」

や「はじめてのソフトダーツ体験講座」など、５講座を開催しました。 

④ コンサート事業

幅広いジャンルの音楽や、地域で活動する人達の演奏を身近に感じられるコンサートを実施

しています。また、近隣の大学・大学院を卒業した音楽家が演奏を披露する「フレッシュコン

サート」を年１回開催しています。

⑤ 平和祈念事業

戦争の悲惨さや平和の尊さについて考え、次世代に語り継ぐ機会として、戦時資料の展示や

講演会、被爆体験を聞く会などを実施しています。 

環境講座（野外実習風景） 町田の歴史（講義風景） 
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⑥ 連携・共催事業

市役所各部局や近隣大学、専門学校などと連携し、各機関の専門性を活かした講座・講演会等

を実施しています。 

また、町田市と相模原市の行政と、２市を生活圏とする地域の大学、NPO法人、企業などが連携

し設立された「公益社団法人 相模原・町田大学地域コンソーシアム（通称：さがまちコンソー

シアム）」と連携し「学生活動報告会」や、幅広いテーマの講座等を実施しています。2018年度

は、「さがまちカレッジ町田市連携講座」として、「多色使いのオリジナルストールをつくりま

しょう」や「賢く使うクスリ ～病気やけがを防ぐために自分でできること」、「花びらでＴシ

ャツを染めてみよう－べに花で染める－」など、学びの楽しさを実感し、学んだことを生活に活

かせるような学習講座を開催します。 

⑦ 家庭教育支援事業

地域の家庭教育に関する様々な問題の解決に向け、子育て中の親を対象に、子どもの年齢に応

じた家庭教育講座や、親子で参加し、親子あそびやグループトークをしながら参加者同士の交流

を深める「親と子のまなびのひろば事業」を実施しています。また、地域の家庭教育を支える担

い手の育成を目的に「家庭教育支援学級」を実施しています。 

⑧ 障がい者青年学級

障がい者青年学級は、1974年から知的障がいのある方を対象に開設しているもので、“生きる

力、働く力の獲得”を目標に学習活動、自治活動、仲間づくり、集団づくりを行っています。現

在、170名ほどの方々が参加し、公民館学級、土曜学級、ひかり学級という３つの学級に分かれ

て、ボランティアスタッフと共に活動を行っています。 

学生活動報告会「ガクマチＥＸＰＯ」 

（さがまちコンソーシアム協力） 

さがまちカレッジ 

毎日みつける素敵な私  

－おしゃれは心のサプリメント－ 
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⑨ ことぶき大学事業

60歳以上の市民を対象に、“楽しく学んで豊かに生きる”をモットーとして学習や交流を深

める講座を実施しています。1966年に始まって以来、高齢者の増加と多様な学習要望に応える

ために制度や学習プログラムを変えながら現在に至っています。2018年度は、文学や歴史、美

術など、7コースを実施します。 

（５）町田市生涯学習センター運営協議会
町田市生涯学習センター運営協議会は、生涯学習センターが実施する事業に関し協議を行うため、

2012年度から設置されています。 

第４期（2018年度～2019年度）は学識経験者（３人）、家庭教育支援活動経験者（１人）、公募

の市民（３人）、学校教育の関係者（１人）、生涯学習・社会教育の活動経験者（４人）からなる

12人の委員で構成されています。委員の任期は２年です。 
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（６）事業一覧（2017年度） 

2017年度 生涯学習センター 実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類

・

・

・

・ 特別教室開放

本町田小学校 629

木曽境川小学校 968

小山ヶ丘小学校 1,098

鶴川中学校 1,008

・

事業数 延回数 延参加人数

1日体験出前講座（全10講座） 1 10 178

・

2 12 224

●企画・運営、出演側 企画・運営委員会 15 -

実行委員会（参加団体） 3 (53団体)

　　展示 (22団体)

　　発表 (28団体)

　　模擬店 (1団体)

　　ワークショップ (2団体)

準備・片付け等 206

●参加者（当日の来館者、参加団体延べ人数） 3日 1,961

1 21 2,167

小　計

セ
ン
タ
ー

ま
つ
り

1

小　計

生涯学習ボランティアバンク 延べ登録件数：108　利用：16

生涯学習連絡会「お悩み解決LABO」
1 2 46

　　事　　業　　名 件数、利用者数等

生
涯
学
習
推
進
事
業

町田市生涯学習センターのホームページ アクセス数：29,752

生涯学習情報誌『生涯学習ＮＡＶＩ　好き！学び！』 4回（3ヶ月毎発行）

社会教育関係事業講師派遣制度 申請：34　実施：34

延べ利用者数：3,703

2017年度実績
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分類 事業数 延回数 延参加人数

・

●前期講座

・

・

・ 陶芸入門講座～創作の喜びと楽しさを味わう～

・

・

～分裂する世界と日本の進路～

・

・

・

・

・

～元気に生きるための知識と実践～

・

・ 陶芸入門講座

・

・

・

・

17 152 4,964

152 4,964

小　計

～野焼きでつくる縄文土器から基本の陶器まで～

くらしに活きる法律

考えてみましょう、新しい法律問題を。

環境講座　わたしたちのまちの環境探検

町田の歴史Ⅱ　～明治から現代まで～

まちだの福祉　くらしを支える　～ひと・まち・こころ～

2017年度実績

　　事　　業　　名

●後期講座

「現代人間科学」講座

～テクノロジーで変わる生活　いのちの行方～

“こころ”と“からだ”の健康学

陶芸　電動ロクロ体験講座

～地球にやさしいやきもののリサイクル～

多摩丘陵の自然入門　驚き感動まちだの自然大発見

“こころ”と“からだ”の健康学

～元気に生きるための知識と実践～

陶芸　電動ロクロ体験講座

～地球にやさしいやきもののリサイクル～

人間関係学講座～生きづらさからここちよい社会へ～

まちだ市民国際学　「トランプ時代」を生き抜く

環境講座　まちだdeエコ・ツアー

●通年講座

町田の歴史Ⅰ～縄文から幕末まで～

まちだの福祉　くらしを支える　～ひと・まち・こころ～

市
民
大
学
事
業

17
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分類 事業数 延回数 延参加人数

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・ 若者と未来の平和を考える

・

・

・

・

・

・

　事　　業　　名

2017年度実績

糸の森の音楽会「ストリングラフィ」コンサート

プロが教える　将棋講座

平和の灯　ランプシェードを作ろう

平和といのち　アニメとお話の世界から

ドキュメンタリー映画上映会

「8月6日ヒロシマで」市内に暮らす被爆体験者の方のお話

●平和祈念事業

11 11 1,463

戦時資料展示＆学生制作映像上映

折り鶴コーナー

【子ども向けコーナー】（A　クイズラリー、B　缶バッチ

づくり、C　昔遊びコーナー）

【館内掲示】（A　平和の絵手紙展、B　一枚のハガキ、

C　禎子と折り鶴ポスター）

からだのしくみを学んで、おいしい介護食を作ろう！

はじめてのソフトダーツ体験講座

●コンサート事業

3 3 351

第12回まちだフレッシュコンサート

はじめてのジャズコンサート

～日曜日の午後にスタンダードなジャズナンバーを～

まちだガールズクワイア　～はるかぜコンサート♪公
民
館
事
業

●市民企画講座　講座づくり☆まちチャレ

5 23 544

健康寿命を伸ばして！生涯現役

子どもの貧困に向きあう

自主保育ってなあに？
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分類 事業数 延回数 延参加人数

・

・

・ 学生活動報告会「ガクマチＥＸＰＯ」

・

さがまちカレッジ町田市連携講座（地域開講講座）

・

・

・

・

・

・

・ 『顔ニモマケズ』から考える

・ 被災から7年目のいま、こころのケアを振り返る

・ 醸造調味料再発見！味噌・醤油・みりん

・

公
民
館
事
業

　事　　業　　名

2017年度実績

学びの機会を保障するには…

●時事問題

町田地方史研究会共催講演会

「地形から見る日本文明～日本史の謎“忠臣蔵”～」

生きづらさの中で、ひきこもる心を理解する講座

「外国の音楽と踊りとお話と」

～「見た目問題」と幸せに生きるヒント～

～地域の精神保健の取り組み、宮城県気仙沼市から学ぶ～

新しい市場のつくりかた

8 32 1,344

●連携・共催事業

6 15 589

さがまちコンソーシアム共催事業

鶴川地区協議会共催事業

「地域レポーター養成講座」

鶴川地区協議会共催事業

3水スマイルラウンジ「まなびのひろば」

昭和薬科大学共催講演会「患者中心の医療に向けて」

和光大学共催講座「デザインと私たちの生活」

～ぼくらの本音（マヂ）だ！～

町田市国際交流センター共催事業
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分類 事業数 延回数 延参加人数

・

・

・

・

37 104 4,834

分類 事業数 延回数 延参加人数

・ 親と子のまなびのひろば

・

・ 家庭教育支援学級

・

・

「かきくけ子育てⅡ秋講座」

・ 幼児の保護者のための講座「ときめくママＴｉｍｅ」

・ 小学生の保護者のための心理学講座

・

・

9 162 2,911

公
民
館
事
業

●その他

4

「親子で取り組む、初めての『どうぶつしょうぎ』」

小　計

20 543

小　計

「きしゃポッポ」「パパと一緒にきしゃポッポ」

地域開催家庭教育支援事業

乳幼児の保護者のための講座「かきくけ子育て」

　事　　業　　名

家
庭
教
育
支
援
事
業

春休み親子講座

「親子で取り組む、初めての『将棋』」

第4回　町田市生涯学習センター利用者交流会

語り合おう！生涯学習センターの活用法

利用者交流会企画「地域の交流仕掛人」体験講座

地域をもっと元気に！交流を通して楽しく学ぶお手伝い

乳幼児の保護者のための講座

人形劇団ひぽぽたあむ公演「かえるくん・かえるくん」

162 2,911

子どもの思春期とゆったり向き合うための講座

9

ひきこもり当事者・経験者の居場所事業　「ひき町」

2017年度実績

　事　　業　　名

親子参加型行事
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※青…青年学級 学級生

担…青年学級 ボランティア担当者

分類 事業数 延回数 延参加人数

・ 公民館学級 5 255

・ ひかり学級 4 229

・ 土曜学級 5 259

●学級活動

・ 公民館学級　原則として第1・3日曜日に月2回実施

（会場：生涯学習センター）

・ ひかり学級　原則として第1・3日曜日に月2回実施

（会場：ひかり療育園）

・ 土曜学級　　原則として第2・4土曜日に月2回実施

（会場：生涯学習センター）

1 231 4,164

2017年度実績

　事　　業　　名

●担当者会議、調整会議、学級活動総括、総括委員会、
ニュース作成、実践報告集編集委員会、担当者学習会

177 1,003

小　計

●町田市スポーツ大会、生涯学習センターまつりへの参加 2 60

13 833
(青639,担194)

障
が
い
者
青
年
学
級
事
業

●青年学級を語る会、開級式、合宿（ひかり学級はバス
ハイク）、成果発表会、土曜学級２０周年記念式典

1

12 809
(青564,担245)

13
716

(青516,担200）
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分類 事業数 延回数 延参加人数

・

・

・

・

・

・

・

・

8 48 3,854

その他 印刷機講習会 1 4 6

ふれたん講座～フレッシュな短歌に触れる～

「健康【9月開講】コース」気軽にできる♡体幹ストレッチ

小　計

2017年度実績

　　事　　業　　名

「鉄道旅行コース」鉄道旅行のすすめ

「健康【4月開講】コース」

「リンパビクス」で認知症予防

「写真コース」

町田を撮る！コンパクトデジタルカメラ撮影のコツ

「短歌コース」

こ
と
ぶ
き
大
学
事
業

「文学コース」

8 48 3,854

司馬遼太郎と「坂の上ばかりにいられない日本」

「歴史コース」日本名城紀行～戦国の城・近世の城～

国宝♡ＬＯＶＥ～一度は見たい日本美術～

事業数 延回数 延参加人数

76 734 23,124

2017年度実績

合　計
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町田市立図書館は、市民に対して資料や情報を提供することにより、市民の生活がより深く豊

かなものになることを目指して運営しています。 

 市立図書館は、中央・さるびあ・鶴川駅前・鶴川・金森・忠生・木曽山崎・堺の８館と移動図

書館及び町田市民文学館で構成されています。 

（１）市立図書館のあゆみ
市立図書館の前身は、1954年３月に町田町役場内に設置された図書室で、1956年９月に「町

田町立図書館」となりました。開館当初は蔵書が1,000冊にも満たない閲覧中心の施設でした。 

1958年２月、市制施行に伴って館名を「町田市立図書館」と改め、更に1968年９月には中町

２丁目に移転して、個人への図書の貸出しを始めました。その後移動図書館「そよかぜ号」の巡回

を1970年10月から開始しました。また、1972年２月に「鶴川分館」（1977年10月に現在地に移

転）、1974年６月に「金森分館」（2000年７月に現在地に移転）、1976年７月に「木曽山崎分館」、

1983年９月には「堺分館」がそれぞれ開館しました。 

1990年11月には中央図書館が開館し、CD、ビデオなどの貸出しや館内視聴といった新しいサ

ービスを開始しました。これに伴って「町田市立町田図書館」は「さるびあ図書館」に、その

他の分館もそれぞれ「図書館」に名称を変え、地域館として新たなスタートを切りました。1992

年７月には市立の図書館全館をコンピュータで結ぶオンライン化も完了しています。 

1999年４月からは祝日開館、平日の開館時間の延長及び地域館の夜間延長の実施、同年11月に

は貸出冊数制限の緩和を行いました。 

 2012年10月、小田急鶴川駅前の複合型文化施設「和光大学ポプリホール鶴川」内に「鶴川駅前図

書館」が開館しました。地域の中心館として図書館のサービスを向上させ、情報拠点の役割を果た

しています。 

 2015年３月、市立図書館全館でICタグを利用したセルフ貸出・返却システムを導入しました。５

月には忠生市民センター内に「忠生図書館」が開館しています。 

（２）市立図書館の概要
市立図書館一覧 

館名 所在地 電話 開館年月日 建物面積 

中央図書館 原町田 3-2-9 728-8220 1990.11.30 5,968.00㎡ 

さるびあ図書館 中町 2-13-23 722-3768 1972. 5.22 1,234.32㎡ 

鶴川駅前図書館 能ヶ谷 1-2-1 737-0263 2012.10.17 1,190.00㎡ 

鶴川図書館 鶴川 6-7-2-1-101 735-5691 1972. 2.15 259.75㎡ 

金森図書館 金森東 3-5-1 710-1717 1974. 6. 3 1,499.50㎡ 

忠生図書館 忠生 3-14-2 792-3450 2015. 5. 1 1,228.79㎡ 

木曽山崎図書館 山崎町 2160 793-6767 1976. 7.15 320.60㎡ 

堺図書館 相原町 795-1 774-2131 1983. 9.25 429.00㎡ 

町田市民文学館 原町田 4-16-17 739-3420 2006.10.27 2,156.27㎡ 

４．図書館 
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開館時間と休館日 

館名 開館時間 休館日 

中央図書館 

鶴川駅前図書館 

火・水・金 

木・土・日・祝休日 

午前10時～午後８時 

午前10時～午後５時 ・毎週月曜日（祝休日の場

合は開館） 

・毎月第２木曜日（祝日の

場合は開館し、翌日休

館） 

・特別館内整理期間 

・年末年始 

さるびあ図書館 

鶴川図書館 

金森図書館 

忠生図書館 

木曽山崎図書館 

堺図書館 

火・水・金 

木・土・日・祝休日 

午前10時～午後６時 

午前10時～午後５時 

町田市民文学館 火～日、祝休日 午前10時～午後５時 

 

蔵書統計（図書資料・視聴覚資料） （2018年 3月 31日現在） 

 一般図書 児童図書 地域資料 図書資料合計

（冊） 

視聴覚資料   

（点） 

中央 424,955 66,234 44,655 535,844 42,619 

さるびあ 84,479 46,477 4,260 135,216 0 

鶴川駅前 74,078 21,845 3,079 99,002 0 

鶴川 27,310 21,223 1,812 50,345 0 

金森 91,885 39,372 2,191 133,448 0 

忠生 63,150 22,568 1,326 87,044 0 

木曽山崎 37,845 20,605 1,789 60,239 9 

堺 43,946 27,562 2,127 73,635 0 

町田市民文学館 27,159 3,317 234 30,710 0 

合計 874,807 269,203 61,473 1,205,483 42,628 

※視聴覚資料（CD、カセットテープ、LD、ビデオテープ、DVD） 

 

（３）貸出サービス 
① 個人貸出 

町田市内在住・在勤・在学の方を対象に、利用券を発行し貸出しを行っています。 

利用登録後は、全館合わせて本・雑誌など１人10冊２週間（うち新刊扱いの雑誌は１人１

冊１週間・貸出用レファレンス資料は１週間）、DVD・ビデオテープ・CD・カセットテープは

合わせて１人３点１週間借りることができます。 
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個人登録者数（町田市） （2018年 3月 31日現在） 

一般 児童 在学一般 在学児童 在勤 合計

（人） 

79,879 16,397 1,139 81 1,876 99,372 

2017年度 図書資料・視聴覚資料 個人貸出冊数 

一般図書 地域資料 児童図書 雑誌 合計（冊） 視聴覚資料(点) 

中央 656,157 3,002 156,292 38,676 854,137 131,192 

さるびあ 163,691 343 98,030 18,827 280,891 2（※2） 

鶴川駅前 318,003 1,043 143,745 14,806 477,597 1（※2） 

鶴川 99,127 171 70,609 10,734 180,641 0 

金森 332,220 717 245,523 38,522 616,982 0 

忠生 271,064 391 191,716 20,816 483,987 4（※2） 

木曽山崎 124,882 191 49,447 13,366 187,886 2（※2） 

堺 33,513 118 26,426 3,206 63,263 0 

さるびあ移動図書館 26,525 14 17,487 3,678 47,704 0 

堺移動図書館 12,540 4 12,471 1,210 26,225 0 

町田市民文学館 3,906 16 3,220 449 7,591 0 

Web-OPAC（※1） 309,198 1,396 97,869 19,553 428,016 0 

合計 2,350,836 7,406 1,112,835 183,843 3,654,920 131,201 

※1 インターネットからの貸出延長数

※2 宅配サービスによる貸出数

② 団体貸出

図書館に利用登録がある地域文庫や読書会等を対象に、図書の団体貸出を行っています。 

2017年度 団体登録数 

区分 種別 団体数 貸出冊数・期間 

①学校・地域文庫 小学校・中学校 

地域文庫 

52 

10 
600 冊・６ヶ月 

②読み聞かせ団体・その他 保育園・幼稚園 

読書会 

学童保育クラブ 

おはなし会 

その他 

30 

17 

20 

39 

36 

300 冊・３ヶ月 

③庁内 市役所各課 54 50 冊・１ヶ月 

合計 258 
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2017年度 図書資料 団体貸出冊数 

一般図書 児童図書 雑誌 合計

（冊） 

中央 503 3,506 30 4,039 

さるびあ 122 3,915  93 4,130 

鶴川駅前 101 229 6 336 

鶴川 16 563   4 583 

金森 314 1,692 26 2,032 

忠生 150 2,645 103 2,898 

木曽山崎 15 362 10  387 

堺 84 244 1 329 

さるびあ移動図書館   5 610 3  618 

堺移動図書館  385 1,673  262 2,320 

町田市民文学館 23 119 1 143 

合計 1,718 15,558  539 17,815 

③ 学校図書館支援貸出

小・中学校での調べ学習等で使用する図書を先生の求めに応じて貸出すことで、学校図書館

をサポートしています。2008年６月から開始し、さるびあ図書館が担当しています。 

2017年度 学校支援貸出冊数等 

小学校 中学校 

登録学校数（校） 41 18 

依頼学校数（校） 31  4 

依頼件数（件） 91 6 

貸出総冊数（冊） 3,558 210 
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④ 市民センター等における図書館資料（予約資料）受渡サービス 

近くに図書館がない地域の市民向けに、2010年９月から忠生市民センター、小山市民セン 

ター及び南町田駅前連絡所で図書館資料の予約資料受渡サービスを開始しました。 

なお、忠生図書館の開館に伴い、忠生市民センターにおける本サービスは2015年４月をもっ

て終了しました。また、2016年１月から子どもセンターぱお分館で、2016年７月から成瀬コミ

ュニティセンターでサービスを開始しました。 

 

2017年度 受渡冊数一覧 

場所 冊数 

小山市民センター   6,106 

南町田駅前連絡所   26,847 

子どもセンターぱお分館 2,740 

成瀬コミュニティセンター 7,702 

 

 

（４）移動図書館サービス 
図書館が身近にない地域に対して図書館サービス 

を継続的に提供するため、３台の移動図書館「そよ 

かぜ号」が２週間に１回、65か所のサービスステー 

ション（さるびあ図書館から２台で43か所、堺図書 

館から１台で22か所）を巡回しています。 

 

 

2017年度 移動図書館利用者数・巡回数 

 移動図書館利用者数 移動図書館巡回数 

さるびあ 10,154    1,021 

堺 9,665      425 
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（５）リクエストサービス 
求める図書が見当たらないときは、１人10冊までリクエストをすることができます。対象は町田 

市内在住・在勤・在学の利用登録者で、申込みはリクエスト用紙によるカウンター受付のほか、館

内利用者検索機、インターネットからも可能です。 

リクエストを受けた図書が貸出中の場合は、返却後、受付順に貸出しています（リクエストの取

置きは、用意ができてから10開館日）。図書館で所蔵していない図書の場合は、新たに購入したり、

他の図書館から借り入れるなどして、なるべく早く貸出しができるようにしています。 

 

2017年度 リクエスト件数 

 カウンター 館内利用検索機 インターネット 合計（件） 

中央 21,258 17,022 108,696 146,976 

さるびあ 12,552  5,130  41,304 58,986 

鶴川駅前 11,663 9,985  81,419 103,067 

鶴川 7,613 2,484 34,712 44,809 

金森 16,253 9,214 92,657 118,124 

忠生 6,517 6,786 45,077 58,380 

木曽山崎 11,803  2,656  22,340 36,799 

堺 1,360  696 6,661 8,717 

さるびあ移動図書館  4,249 23 2,369 6,641 

堺移動図書館  3,492 1 1,439 4,932 

町田市民文学館 1,075 240 1,839 3,154 

小山市民センター 132 38 6,092 6,262 

南町田駅前連絡所 1,210 155 27,639 29,004 

ぱお分館 22 6 3,035 3,063 

成瀬コミュニティセ

ンター 

 

87 

 

159 

 

7,961 

 

8,207 

合計 99,286 54,595 483,240 637,121 
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（６）レファレンスサービス
図書館の資料や機能を活用して、利用者のさまざまな調べものや探しものについてお手伝いす

るサービスです。中央図書館においては、専用カウンターを設け、各種有料データベースや、国

立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービスを活用したサービスも行っています。 

2017年度 レファレンス受付件数（中央図書館のみ） 

レファレンスカウンター

総受付件数（件）※

レファレンス

（一般）

レファレンス

（地域資料） 

6,793 5,758 1,035 

※レファレンスカウンター総受付件数には、貸出しその他を含みます。

（７）障がい者サービス
目の不自由な方等を対象に、音訳資料・点字資料の貸出し、製作、対面朗読を行っています。 

また、来館が困難な方には、市民ボランティアの協力により宅配貸出サービスを行っていま

す。 

2017年度 対面朗読 

実施館 実利用者数 延べ件数 実朗読者数 朗読時間 

中央・鶴川駅前 11 281 25 544時間4分 

2017年度 視覚障がい者等への障がい者用資料の貸出 

音訳（テープ） 音訳（デイジー）※ 点字資料・絵本 合計（点） 

436 1,676 169 2,281 

※デイジー･･･専用機器やパソコンソフトで再生するデジタル録音図書の名称。
DAISYという規格に基づき、CD-Rに記録してあります。
マルチメディアデイジー10点を含みます。

2017年度 肢体不自由利用者への宅配貸出 

宅配貸出利用者数 宅配ボランティア数 延べ宅配件数 貸出点数 

中央 2 3 50 116 

さるびあ 2 2 45 90 

鶴川駅前 0 0 0 0 

鶴川 2 1 47 192 

金森 2 2 46 193 

忠生 3 4 49 299 

木曽山崎 5 4 98 725 

堺※ 0 1 5 0 

合計 16 17 340 1,615 

※返却のみ宅配ボランティアを利用している（2017年9月～2018年3月は休館のため忠生図書
館で実施）。
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（８）視聴覚サービス
中央図書館では視聴覚資料の貸出しを行っています。館内ではCD・カセットテープ・ビデオテ 

ープ・レーザーディスクの視聴（試聴）もできます。 

 また、持込みのノートパソコンが利用できるパソコン席を設けています。携帯電話会社３社と 

契約していればインターネットの利用も可能です。 

（９）児童サービス
本と子どもを結びつけるため各館とも児童コーナーの充実に努めており、いつも子どもたちでに 

ぎわっています。子どもへのおすすめ新刊本紹介パンフ「みんなでよもうこどもの本」の発行や、

おはなし会、乳幼児向けおはなし会、子ども映画会などの行事も行っています。 

2017年度 児童向け事業 

※図書館まつりプログラムを除く

（10）ヤングアダルトサービス
中学生から20歳くらいまでの年代を対象にしたサービスです。各館ともライトノベルや職業案

内の本などを多く取揃えています。特に中央図書館と忠生図書館では、ヤングアダルト用の専用

テーブルを設け、利用者が自由に記入できるノートを置いています。

事業としては、一日図書館員のような職業体験、利用者の作品展の開催、ヤングアダルト新刊

本案内「YA通信」の発行等を行っています。 

（11）ホームページ上でのサービス
町田市立図書館のホームページでは、市内の図書館施設の案内や所蔵資料の検索、イベント情

報などを見ることができます。また、図書館で利用登録を行った後、ホームページ上でパスワー

ドを登録すると、資料の予約、貸出期間の延長、マイブックリストの作成などを行うことができ

ます。 

【町田市立図書館ホームページURL】 

https://www.library.city.machida.tokyo.jp/ 

おはなし会 乳幼児向けおはなし会 子ども映画会 

開催数 参加者数 開催数 参加者数 開催数 参加者数 

中央 76 817 42 871 11 415 

さるびあ 29 303 25 672 － － 

鶴川駅前 24 303 12 447 － － 

鶴川 27 269 11 99 － － 

金森 49 1,796 12 310 － － 

忠生 24 418 14 256 － － 

木曽山崎 62 493 25 233 10 103 

堺 19 408 6 51 5 61 

合計 310 4,807 147 2,939 26 579 
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（12）相互利用サービス 
1998年12月に相模原市と、2007年10月に八王子市と、2008年４月に府中市・調布市・日野市・

多摩市・稲城市と、さらに2012年４月に川崎市との間で相互利用協定を結び、町田市民が各市の

図書館を、前記各市の市民も町田市立図書館を利用できるようになりました。 

なお、相互利用市の市民からの資料予約は受付けていません。 

 

個人登録者数（相互利用市民）     2018年 3月 31日現在 

相模原市 八王子市 府中市 調布市    日野市   多摩市 稲城市 川崎市 合計

（人） 

10,289  482 37 28 40 150 58 2,488 13,572 

 

 

2017年度 相互利用貸出冊数 

 図書・雑誌 視聴覚資料 ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟ資料 合計（冊） 

相模原市 219,314 27,8285 21 247,163 

八王子市 8,473 583 0 9,056 

府中市 304 46 0 350 

調布市 276 105 0 381 

日野市 72 24 0 96 

多摩市 1,509 532 0 2,041 

稲城市 688 39 0 727 

川崎市 45,589 1,273 0 46,862 

合計 276,225 30,430 21 306,676 
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（13）行事
図書館では、以下のような行事を開催しています。 

○ 講演会

利用者の増加につながるよう、他団体などと連携して文化に関する講演会を開催しています。

2017年度 開催講演会一覧 

講演会名 開催日 参加人数（人） 

「ミュシャ展の見どころ―《スラヴ叙事詩》を中心

に」 
2017年４月 22日（土) 111 

「深海にさぐる―地震・火山・大陸と海のなりたち」 2017年７月 29日（土） 107 

「女性の体幹トレーニング教室」 
2017年10月14日（土） 

2017年10月21日（土） 

26 

11 

「親子の運動あそび教室」 
2017年10月14日（土） 

2017年10月21日（土） 

10 

4 

「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」 2017年11月30日（木） 273 

「紫外線ってなんだろう？～ＵＶチェックストラッ

プをつくろう～」 
2017年 12月３日（日） 35 

○ 映画会

毎週金曜日に、中央図書館６階ホールで映画を上映しています。また、通常の映画会とは

別に、青少年映画会を年１回行っています。2017年度の青少年映画会は、７月25日に実施

し、参加者は43名でした。 

○ 図書館入門講座等

図書館を使い慣れていない方に、図書館の上手な利用法を知ってもらい、気軽に図書館を

利用してもらえるよう、本の並べ方や利用者用検索機の使い方、館内見学を内容とした講座

を実施しています。 

この他、調べ物に役立つレファレンス講座や、大学図書館の利用講座（和光大学共催）な

ども実施しています。 

○ 展示会

中央図書館のエスカレーター壁面や、４･５階にあるショーケースに、個人やグループの作

品（絵画･写真・工芸品）を展示しています。展示期間は、原則２週間です。年に１度、１月

頃に市広報やチラシなどで翌年度分の募集を行います。 
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2017年度 実施行事等一覧 

行事名 回数（回） 参加者数（人） 

講演会 6 577 

映画会 43 4,041 

図書館入門講座等 8 73 

展示会 23 － 

 

○ まちだ図書館まつり 

2010年に開催された記念行事をきっかけに、図書館に登録している団体のうち、子どもに関

わる団体を中心に呼びかけを行い、市民による実行委員会を立ち上げました。 

この実行委員会が企画・広報、運営を行い、市内図書館や文学館を会場として（※）、毎年 3

月に開催しています。第 7 回目となる 2017年度は、子ども（18 歳ぐらいまでを含む）中心と

いうコンセプトを引き継ぎつつ、大学生や大人も参加しやすいように配慮したまつりを目指し

ました。 

（※2017 年 9 月から 2018 年 3 月まで工事休館中の堺図書館は、今回未開催） 

2017年度 開催実績 

開催期間 延べ催し数 延べ参加者数（人） 

2018年 3月 22日～3月 25日（4日間） 56 1,597 

 

（14）町田市立図書館協議会 
町田市立図書館協議会は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、図書館の

主催する事業及び図書館奉仕について、審議等を行っています。 

学識経験者（２人以内）、学校教育の関係者（２人以内）、社会教育の関係者（５人以内）、

家庭教育の向上に資する活動を行う者（１人以内）の10人以内の委員で構成されています。 
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（15）町田市子ども読書活動推進計画 
町田市では、2004 年 12 月に「町田市子ども読書活動推進計画」を策定し、子どもの読書活

動に関する総合的な施策を推進してきました。この計画の成果と課題を検討し、2010年４月か

らは「第二次町田市子ども読書活動推進計画（以下「第二次計画」という。）」を推進してきま

した。 

   2015年４月からは本計画の第三次計画である「第三次町田市子ども読書活動推進計画」に基

づき、32の取組を行っています。 

 

計画の策定経緯 

計画名 計画期間 

町田市子ども読書活動推進計画 2005年４月～2010 年３月 

第二次町田市子ども読書活動推進計画 2010年４月～2015 年３月 

第三次町田市子ども読書活動推進計画 2015年４月～2020 年３月 

 

（16）町田市子ども読書活動推進計画推進会議 
町田市子ども読書活動推進計画推進会議は、「町田市子ども読書活動推進計画」を効果的に

推進するため設置されている会議です。会議は市民の代表９人と、市の関係部門４課の課

長、図書館長の14人で構成されており、市民と行政が一緒に委員として協議するのが特徴で

す。この会議では、計画の進捗状況の検証に関すること、総合調整に関すること、計画の推

進に係る情報交換及び連携に関することを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町田市立図書館キャラクター「よむぽん」 
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町田市民文学館ことばらんどは、1997年、作家遠藤周作氏の蔵書・遺品の寄贈をきっかけにお

こった「町田市に文学館を」の声に応え、2006年 10月に開館しました。この間、小説家八木義德

氏や森村誠一氏、作詞家宮川哲夫氏、絵本作家渡辺有一氏の資料など、町田ゆかりの文学者の資

料が次々と寄贈されました。これらの後世に伝えるべき町田の文化遺産を収集し、保存・公開を

行うことを当館の大きな目的とし、市民が文学を通じて交流し、その成果を発表しあえる「市民

の文学活動」の拠点となることを目指しています。 

 

（１）施設概要 

○ 所在 町田市原町田 4‐16‐17 

  ○ 電話 739・3420 

  ○ 構造 鉄筋コンクリート、地下２階、地上３階建て 

  ○ 延床面積 2,156.27㎡ 

   

（２）施設内容 

○ １階 文学サロン、資料閲覧室、市民研究員室、印刷室 

○ ２階 展示室、大会議室   

○ ３階 会議室（６室）、保育室 

 

（３）利用案内 

○ 開館時間 会議室・文学サロン 午前９時～午後 10 時  

展示室・資料閲覧室 午前 10 時～午後５時 

 

○ 休館日 月曜日（休日・振替休日のときは開館） 

毎月第２木曜日（休日の場合は開館し、翌日休館） 

12月 29日～翌年１月４日、特別整理日 

 

（４）各種事業  
① 展示事業 

   町田ゆかりの作家や、文学や言葉の魅力を伝える展覧会のほか、年に一度、夏休み期間中に 

は、子どもたちも楽しめる展覧会を開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

５．町田市民文学館 

 
 

町田市民文学館 

118



2017年度 展覧会一覧 

 

      
「本の雑誌 厄よけ展－オモシロ本を求めて 42年」      「本をめぐる美術、美術になった本」展 

 

② 学習事業 

 「町田の文学」の魅力を発見し、「文学のおもしろさ」や「ことばの力」に触れることができる

講座、講演会、おはなし会などを開催しています。 

  

○ 講座等 

  乳幼児と保護者を対象に「ちちんぷいぷい」、小学生を対象に「子ども俳句教室」、「おとなの

ためのおはなし会」など“ことばを楽しむ”活動を定期的に行っています。連句講座や文学講

座、児童文学講座など、市民の生活を豊かにし、生きる力の糧となる講座を開催しています。 

また、講座終了後のサークル作りの援助も行っています。 

 

○ 講演会 

展示に関連したテーマでの講演会、ことばやさまざまな文学に関連したテーマでの講演会を

開催し、“文学はおもしろい”というメッセージを発信します。 

 

 

 

 

 

 

展覧会名 会期日数 入館者数（人） 

「本の雑誌 厄よけ展－オモシロ本を求めて 42年」 54 6,266 

「ことばらんどでたからさがし！～中垣ゆたか展」 56 10,485 

「編集者・谷田昌平と第三の新人たち」展 54 2,330 

「本をめぐる美術、美術になった本」展 49 4,441 

「資料寄託記念 中垣ゆたかミニ展示コーナー」 11 353 
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2017年度実施 展示関連事業・学習事業一覧（一般対象） 

 ※展＝展覧会関連事業、学＝学習事業 

講演会 
回数

（回） 

参加者数

（人） 

展「ぼくらはこうやって雑誌を作ってきた」 1 94 

展「プロの本好きが語る読書のススメ」 1 67 

展「『本の雑誌』という雑誌」 1 62 

展「『本の雑誌』ができるまで～編集ウラ話」 1 76 

展「ぼくらは一緒に大人になった」 1 102 

展「絵本ができるまで～編集者さんとの二人三脚」 1 56 

展「雑誌の現在と未来～編集者・イラストレーターとしての視点から」 1 57 

展「温故知新の人－編集者・谷田昌平の仕事」 1 27 

展「“第三の新人”の文学の魅力」 1 34 

展「谷田昌平との日々 詩人・牟礼慶子のことば」 1 61 

展「『本は文明の旗だ！』－造本家・恩地孝四郎とその時代」 1 64 

展「装幀クロニクル－夏目漱石からはじまる美本の世界」 1 57 

展「福田尚代－私と本と作品と」 1 32 

学「シェイクスピアの翻訳～名せりふの舞台裏」 1 86 

学「新聞小説家としての漱石～「自己本位」の文学とは何か～」 1 99 

学 市民協働事業「巣作りとしての文学」 1 91 

学 市民協働事業「俳句の世界へようこそ！－連句は雑学のかたまり－」 1 76 

計 17 1,141 

 

講座 
回数

（回） 

参加者数

（人） 

展 装幀ワークショップ「文庫本の改装体験」 1 17 

展 装幀ワークショップ「活版印刷とフランス装体験」 1 17 

学 近代文学講座「読み直す名作～『虞美人草』・「坑夫」～」 5 230 

学 文学講座「「声」に出したい中也の詩」「俳句がむすぶ二人の友情」「私の

歌が生まれるとき～和歌の誕生と朗詠の魅力～」 
5 322 

学 連句講座「連句入門講座～ゼロから学ぶ「ことばの曼荼羅」～」 4 81 

学 児童文学講座「語りとしての『古事記』～子どもに語るはじまりの物語

～」 
1 92 

学 「文学館で歌会始～現代短歌で学ぶ短歌実作講座～」 1 5 

学 実技講座「コミュニケーションのための身体と声づくり」 2 32 

計 20 796 
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イベント 
回数

（回） 

参加者数

（人） 

展 「本の雑誌」編集者による公開編集会議 1 17 

展 「流動的読書会」 3 30 

展 トークショー「ことばらんどオリキャラ発明会議」 1 90 

展 映画会 室生犀星原作「蜜のあわれ」 1 27 

展 映画会 遠藤周作原作「沈黙－サイレンス－」 1 126 

展 展示解説 15 243 

学 おとなのためのおはなし会 12 698 

学 紙芝居・大人の時間 10 446 

学 図書館で！紙芝居上演会 今、平和を味わう「紙芝居・大人の時間」 1 28 

学 市民協働事業 朗読会「時代小説読み語り」 4 347 

学 文学館まつり 2 2,440 

学 初心者のための百人一首カルタ会 1 17 

学 新年を寿ぐ！はじめてのお能体験教室 1 13 

学 第 7回まちだ図書館まつり「読書会 短編小説を楽しもう！」 1 13 

学 ちちんぷいぷい支援隊会議 9 113 

計 63 4,648 

 

                          

                         

 

 

 

 

 

３・４歳児あつまれ！ 

 

紙芝居・大人の時間 
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2017度実施 展示関連事業・学習事業一覧（子ども対象） 

 ※展＝展覧会関連事業、学＝学習事業 

講座 
回数

（回） 

参加者数

（人） 

展 ワークショップ「4コママンガをつくろう！」 1 22 

展 ワークショップ「ＵＦＯをつくろう！」 1 15 

展 ワークショップ「絵本の世界を体感！～さわれる絵本をつくってみよ

う」 

1 25 

展 ワークショップ「すごろくをつくろう！」 1 25 

展 ワークショップ「カルタをつくろう！」 1 21 

展 ワークショップ「おはなしモビールをつくろう！」 1 23 

展 ワークショップ「くるくるプップー～コラージュ絵本をつくろう！」 1 14 

学 ちちんぷいぷい（0～1歳児親子） 32 691 

学 2歳児あつまれ!“季節”をあそぼ! 5 158 

学 2歳児あつまれ!おはなしと絵本のへや 2 70 

学 市民協働事業 ことばであそぼう!3・4歳児あつまれ！ 5 129 

学 子ども俳句教室 春・秋（小学生） 6 77 

学 「夏休み親子俳句教室」 1 13 

学 創作講座「なつやすみ暑中見舞いハガキ教室」（小・中学生） 1 10 

学 創作講座「コラージュで作るカルタ風年賀状教室」（小・中学生） 1 18 

学 「文学館で歌会始～現代短歌で学ぶ短歌実作講座」 1 1 

学 町田市立成瀬台中学校「社会人せんせい－自己紹介ラップをつくろ

う！」 

2 25 

学 出張授業「ことば遊び歌遊び」「俳句であそぼう！」「本とともだちにな

ろう」 

3 133 

計 66 1,470 

   

イベント 
回数

（回） 

参加者数

（人） 

展 「ことばらんどでたからさがし！～中垣ゆたか展」オープニングイベン

ト「みんなの“たからもの”を描こう！」 
1 78 

展「ことばらんどでたからさがし！～中垣ゆたか展」イラスト公開制作 2 457 

展「ことばらんどでたからさがし！～中垣ゆたか展」夏休み子どもおはな

し会 
4 88 

学 クリスマスおたのしみ会（3歳～小学生） 1 49 

学 初めての人の百人一首カルタ会（小学生） 1 12 

学 初心者のための百人一首カルタ会（中・高生） 1 1 
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学 新年を寿ぐ！はじめてのお能体験教室 1 8 

学 第 7回まちだとしょかんまつり「わらべうたあそび」 1 42 

計 12 735 

 

③ 図書館 

 町田ゆかりの文学者の著作や研究書、市民著作、雑誌、文学全集、児童書、辞・事典類、全国

の文学館の情報ファイルなどを文学サロン、資料閲覧室で閲覧することができます。 

  さらに、市立図書館の利用券を使って資料の貸出し、リクエスト制度を利用することができま

す。そのほか、文学資料に関する相談（レファレンスサービス）も実施しています。 

 

※ 蔵書数、図書資料の貸出冊数、図書リクエスト件数については、【生涯学習】「４．図書館」

の統計資料を参照。  

 

④ 資料の収集・保存 

○ 収集・保存 

  町田ゆかりの文学者の資料を中心に、文学資料の収集・保存をしています。 

 

○ 調査・研究 

町田ゆかりの文学者の資料の調査・研究及び情報の提供を行っています。また、市民の研究

活動を学芸員が支援する「市民研究員制度」があります。 

 

2017年度実施 市民研究員制度 

 市民研究会 
回数

（回） 

参加者数

（人） 

五十嵐浜藻・梅夫研究会 13 65 

計 13 65 
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⑤ 施設貸出

町田市民文学館では、文学に関する研究・創作・読書会・朗読会等を行う団体に対し、以下の

施設を貸出しています。 

○貸出施設概要

・大会議室  定員 54名（椅子のみ 108名）

・第１会議室  定員 12名

・第２会議室 定員 12名

・第３会議室  定員６名

・第４会議室  定員 12名

・第５会議室  定員 12名

・第６会議室  定員 30名

・保育室  定員 12名

○利用時間 午前９時～午後 10時

2017年度 利用実績 

会議室使用回数 会議室利用者数 保育室利用回数 保育室利用者数 

3,722回 35,780人 170回 1,667人 

124



125




