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図書館だより 府中市 

 この質問の答えで、その人が東京都府中市出身

かどうか、だいたいわかります。なぜ？と思う方

には次の絵本をご紹介しましょう。 
 

『まつはきらい』 
 小澤 俊夫／文 二俣英五郎／絵  
 府中市教育委員会 1986.12  
 

府中市に関わる民話が収録されています。本の

タイトルにもなっている「まつはきらい」に

は、明神さま（大国魂の神さま）が八幡さまに

さんざん待たされたあげく、待つことが嫌いに

なり、松の木までも嫌いになってしまったとい

うおはなしです。そのため、府中では現在もお

正月に門松は飾らないのです。 
 

このことは府中市郷土かるたにも「松を立てない

正月飾り」として紹介されています。 
 

 

『武蔵府中  
 郷土かるた』  
 赤羽 末吉／絵 府中市教育委員会 2001.12 
   

待つことが嫌いで、転じて松が嫌いになることに結

びつくといわれると、 

「え！単なるだじゃれなの？」と思われる方もいる

かもしれません。 

けれども、民話など口伝えの文化とはそういうもの

なのでしょうね。 
 

もし、みなさんの周りに待たされるのがとても嫌い

な府中市出身の方がいたとしたら、それは、大国魂

の神さまの影響かもしれませんね。 
 

参考文献：府中の口伝え集 府中市立郷土館／編  
     府中市教育委員会(東京都) 府中 1986.03 
 

     あるむぜお 第74号 府中市郷土の森だより 
     府中市郷土の森 2006.03 
 

  郷土館だより 第1号 府中 府中市立郷土館 
  1969.01 
 

  武蔵府中物語 上 猿渡 盛厚／著  
  府中 大国魂神社社務所 1963.10 

「あなたのお家では 
  お正月飾りに松を使いますか？」 

新中央図書館開館３年目を迎えて 
府中市立図書館長 桜田 利彦 

  明けましておめでとうございます。 

  昨年の１２月１日で新中央図書館のオープン後、丸２年が過ぎました。 

おかげさまで、たくさんの市民の皆様にご利用いただき、２年目も入館者１００万人を達成することが

できました。２年間の入館者数は合計で２０８万７千人になりました。 

図書の貸出冊数も１年目に比べ１０パーセント、１０万冊の大幅増になっています。 

ご利用の伸びにともなって、残念なことですが、返却遅れに伴う督促、貸出停止の対象も増えていま

す。２週間以上期限を過ぎた方については督促の、３０日以上過ぎた方に対しては貸出停止の対応を

取らせていただいていますが、貸出停止になる方は毎月１００人以上増えてしまっています。 

督促は、はがきを出し、電話をかけ、さらには訪問回収を行うことになりますから、大変

な手間と費用が必要です。図書館資料のスムーズなご利用を確保するために、返却期

限の厳守をお願いするものです。 

さて、今年（平成２２年）は国民読書年。国民の読書への意識を更に高めていくた

め、政官民が協力し、国をあげてあらゆる努力を重ねていくことが定められています。 

府中市立図書館は、中央図書館、地区図書館による一体的な質の高いサービスを

全市民にご提供し、国民読書年の趣旨の実現を図ってまいります。 

今年も１年間、府中市立図書館をご利用いただきますようお願いいたします。 

府中市の歴史を遊びながら

学ぶことができます。お正月
でなくてもぜひ、遊んでみて

ください。 



冬 
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1 今年こそ挑戦したいこの  冊 

 『はてしない物語』 
  ミヒャエル・エンデ／著  

上田真而子・佐藤 真理子／訳  

岩波書店 
 

子どもの頃に手にして、あまりの長

さに脱落してしまいました。名作な

ので、今改めて読んでみたいです。

（Y） 

『大菩薩峠』 
中里介山／著 筑摩書房 
 

とてつもなく大作であり、未完のまま作者

が亡くなったことにより読者それぞれに結

末の想像を不える作品。まずは読んで…と

思いつつ未だ読んでない筆頭。（Ｍ） 

『坂の上の雲』 
司馬遼太郎／著 文春文庨 
 

2度挑戦して毎回、1巻の途中で投げ出してい

ます。今度こそ最後まで読もうと思っていま

す。お正月の課題です。（Ａ） 

―図書館員が、難しい…時間がない…etc  

     なかなか読破できなかった本の紹介― 

のイベントをご紹介します 

第二回 新春「府中寄席」 

桂扇生の落語会 
 

昨年度の好評にお応えして、2010年も、新

春「府中寄席」を開催いたします。 

出演は桂扇生さんです。 

今回の演目は「寿限無」「禁酒番屋」の古典２

作。伝統芸の妙を、ぜひご堪能下さい。 
 

日時／平成22年１月30日（土） 

   午後２時半～４時（開場 午後２時） 

会場／ルミエール府中 ２階  

   レクリエーションルーム 

持ち物／会場は土足では入れないため、上履きと 

   靴を入れる袋をご持参下さい 

対象／一般（入場無料） 

定員／120名（事前申し込み優先 先着順） 

申込方法／１月11日から中央図書館に電話ある 

   いは来館（５階）にて受付 

しかけ絵本の 

作り方教室  
 

しかけ絵本は驚きと楽しさに満ちていま

す。ハサミと紙だけでできる自分だけのし

かけ絵本を、ぜひこの機会に制作してみま

せんか。 

昨年度とても好評だった催しです。 
 

日時／平成２２年2月27日（土） 

   午後２時～４時半（開場 午後１時半） 

会場／ルミエール府中 1階 第１・２会議室 

講師／嵐田康平氏（日本初のしかけ絵本専門店 

   「メッゲンドルファー」経営） 

内容／①画用紙１枚とはさみだけでできる簡単 

   なしかけカード作り 

   ②飛び出す、引っ張る、回す、動くなど 

   やってみたいしかけに挑戦！ 

対象／小学3年生以上及び一般 

定員／40名（事前申し込み優先 先着順） 

参加費／材料費５００円  

申込方法／2月11日から中央図書館に電話ある 

   いは来館（５階）にて受付 

『世界文学全集』 
池澤夏樹／個人編集 河出書房新社 
 

現在２１冊まで刊行されているこ

の全集。既存の世界文学全集には

ないカラフルな美しい装丁と独特

な収録作品が、第１巻刊行時から

気になってはいたのですが、未だ

手付かず。（Ｉ） 
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ご 案 内  
1 

●中央図書館 
  

＜おはなしの森＞ 

日時／①1～3月の毎週木曜日 午後３時半～４時 

    ＊2月11日を除く 

     ②2月6日、3月6日（土） 

   午前10時半～11時 

対象 ／３歳～小学生（①は保護者同伴丌可） 
 

＜ちいさい子のためのおはなし会＞ 

日時／1～3月の第2・4木曜日 午前10時半～11時 

    ＊2月11日を除く 

対象 ／1・2歳児と保護者 

●地区図書館 
 

＜おはなしの森＞ 

日程／ 
押立・四谷図書館 

 1月6日、2月3日、3月3日（水） 

白糸台・西府・新町図書館 

  1月13日、2月10日、3月10日（水） 

武蔵台・片町図書館 

  1月20日、2月17日、3月17日（水） 

是政図書館 

  1月21日、2月18日、3月18日（木） 

住吉・紅葉丘・生涯学習センター図書館 

  1月27日（注１）、2月24日、3月24日（水） 
 

時間と対象／ 
午後３時半～４時／３歳～小学生（保護者同伴可） 
(注１)紅葉丘図書館は、1月27日のみ午後２時半～３時 
 

＜ちいさい子のためのおはなし会＞ 

日時／地区図書館「おはなしの森」と同日の 

    午前10時半～11時 

対象 ／1・2歳児と保護者 

  

3 月～ 月 

おはなしの森では絵本や昔話の読み聞かせ

を、ちいさい子のためのおはなし会では赤ちゃ

ん絵本の読み聞かせやわらべうたを行ってお

ります。 

中央図書館では、小学４～６年生を対象とし

てブックトークを行っています。特定のテー

マで集めたいろいろな本を楽しく紹介します

ので、当日、ぜひ会場にいらしてください。

（申込み丌要、先着30人） 
 

▽日時  2月20日（土） 

     午前10時半～11時半 

▽会場  中央図書館 おはなしのへや 

▽対象  小学４～６年生 

▽テーマ 「手紙～人と人の掛け橋」 

小学生のためのブックトーク 

～よむよむ探検隊 

  中央図書館４階に、英語・中国語・フランス語などで

書かれた本が並ぶ「外国語資料コーナー」があります。

ここには１４言語・約７０００冊の洋書が揃っており、異国

の図書館の雰囲気が感じられる空間となっています。 

外国語の本なんて読めない…と思わずにコーナーに

一歩踏み入れ、本を手に取ってみてください。様々な大

きさやデザインの本は手に取るだけでも面白く、料理や

風景の本は写真を見るだけでも楽しく、

その国への興味をかきたててくれること

でしょう。 

現在は『旅』をテーマに特集展示も

行っていますので、そこにある本を参考

に、どこへ旅行するか考えるのもいいで

すね。 

また、日本を紹介するコーナー『「日

本」を知る』に並べられた本から、新しい日本像・日本

人像を発見できるかもしれません。 

  手にとった本の内容が気になったら、そこから外国語

の勉強を始めてはいかがでしょうか。英語・中国語・ハ

ングルなら、初学者でも読みやすい図書を集めた「外

国語をたのしもう」コーナーがあります。この棚の裏側に

は各言語の学習書も並んでいますので、併せてご活用

ください。 

  「外国語資料コーナー」は、在住外

国人の方も利用できる図書館を目指し

ただけでなく、市民の皆様に諸外国の

文化に触れていただきたいという思いも

込められています。新たな世界を知る

入口として、ぜひ中央図書館の外国語

資料コーナーをご利用ください。 

外国語資料コーナーへようこそ 
W E L C O M E 



4 

1 月 2 月 3 月 

24日  本の探し方ツアー 

   （OPACの使い方） 

27日  図書館ガイドツアー 

30日  落語会 

 

20日  よむよむ探検隊 

24日  本の探し方ツアー 

   （OPACの使い方） 

27日  しかけ絵本の 

    作り方教室 

28日  図書館ガイドツアー 

25日  図書館講座「恐竜」 

27日  本の探し方ツアー 

   （OPACの使い方） 

28日  図書館探検隊 

   （ガイドツアー） 

中 央 図 書 館 の 行 事 予 定 ●催しは予約制です。 

市 
内 図 書 館 め 

新町図書館 

ぐ り 

 新町図書館は府中市の北東、小金井市にほど近い場所に

あり、住宅街の落ち着いた環境の中で読書に浸ることがで

きます。 

 冬のこの季節は窓から雪化粧の富士山が見えますし、春

は目の前に広がる美しい桜を眺めることができます。図書

館からの眺望は、溜息をつかれる方もいるほど見事です。 

 1月は芥川賞・直木賞が発表される月です。これまでの

受賞作品を特集本コーナーに揃えていますので、是非お立

ち寄りください。  

お
問

合

■紅葉丘・四谷・片町図書館の 

臨時休館のお知らせ 

蔵書点検のため、次の日程で休館をいたします。 

日程 ３月１５日（月）～１７日（水） 

  

所在地 新町１－６６ 新町文化センター３階   

電話 ０４２－３６０－６３３６  開館時間 午前９時～午後５時 

第１・第３月曜日※休館日が休日（祝日・振替休日）にあたる場合は 

直後の平日も休館。祝日・年末年始・特別整理日は休館。 

蔵書数 約４万７千冊 

 お知らせ その2 

■宮町図書館休館のお知らせ 

 宮町図書館は、ふるさと府中歴史

館（仮称）耐震等改修工事に伴い、平成

23年３月31日（木）まで休館します。なお、休

館中は一部業務を月曜～金曜日の午後１時

～午後５時まで、次のとおり行います。 
 

（実施業務） 

リクエスト（予約）資料の受付・貸出と返却 

（実施場所） 

１ 宮町図書館西玄関内（平成22年１月29日 

  まで） 

２ 市役所西庁舎内（平成22年２月１日から 

  平成23年３月31日まで）  

ご利用の
皆様には

、ご不便を
おかけし

ますが、 

ご理解と
ご協力を

お願いい
たします 

 お知らせ その1 

府中市立中央図書館 

〒183－0055 府中市府中町2－24 

TEL 042-362-8647 

ホームページアドレス  

http://library.city.fuchu.tokyo.jp 

特集は、児童書では季節ごとに行っていま

す。1月の展示は「雪の本」です。親子で絵本

の世界を楽しみませんか？ 


