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 平成１９年１２月に、新しい中央図書館が開館してから、まもな

く１０年を迎えます。このたび図書館では、皆さまに便利に図書館

をご利用いただけるよう、システムのバージョンアップを実施する

こととなりました。これは、５年ごとのシステム更新を行うというPFI

契約に基づく作業です。バージョンアップに伴い、機器の入れ替

え及び新しい機器類への設定作業、データの移行、システムの

切り替え等を行うため、作業期間中は中央図書館及び地区図書

館の全館は休館となります。また、それに併せて図書館ホーム

ページも休止し、市政情報センターでの予約図書の受取も

含め、貸出や予約等のサービスをご利用いただけなく

なります。図書館をご利用いただいております皆

さまには、大変ご不便をおかけいたしま

すが、ご理解とご協力をお願いいたし

ます。 

 

その1 お知ら
せ 

図書館 
だより 
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●期間：平成２９年１１月１９日(日) 

      ～３０日(木) 

図書館 
だより 

府中市 

■ご利用ください！ 

                地区図書館の図書リサｲｸﾙ 
 

 地区図書館では毎年１回、１０月にコーナーを設け

て図書のリサイクルを実施しています。今年も行い

ますので、ぜひご利用ください。 

▽日時  １０月３日(火)～１０月２２日(日)の開館日 

        ９時～１7時(生涯学習センター図書館の 

           平日は１９時まで) 

▽場所 各地区図書館内(押立図書館を除く) 

※持ち帰り冊数は１人２０冊までです。手さげ袋をご

持参ください。在庫がなくなり次第終了します。詳

細は各地区図書館までお問合せください。 

※１０月の臨時休館日にご注意ください。 

お
問
合
せ 

 
その2 お知ら

せ 

 館名 日程 

10月 是政・住吉・片町 16日(月)～18日(水)  

■休館のお知らせ 
 

▽蔵書点検のため、次の日程で休館します。 

 
 

 

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 

     OPAC検索案内のお知らせ 
 

 

 館内の検索機（OPAC）のご案内です。触ったことのない方で

も大丈夫！マンツーマンで行います。検索機は資料探しに欠かせ

ません。入力のコツなど、質問内容に合わせて15分程度のご案

内をいたします。毎週水曜と最終週の日曜、午後2時～3時半の

間に3階の総合カウンターへお申し出ください。 

11 月 

月  10 
     8日(日)      よむよむ探検隊  

   21日(土)   簡単にできる手作り本シリーズ 

          ｢星のかたちに開く｢スターブック｣を作ろう」 

    22日(日)     図書館ガイドツアー（韓国語対応） 

     11日(土)  図書館ガイドツアー(中国語･英語対応) 

         9日(土)/16 日(土)   絵本作家になろう！ 

            16  日 (土)   よむよむ探検隊    

            17     日 (日)      図書館ガイドツアー 

     21 日     (木    )      冬のおたのしみおはなし会 

●催しは予約制です 

 

◆図書資料のみ、各図書館のブックポスト及び市政情報センターへの返却ができます。 

◆視聴覚資料、他市からの借用本はお手元で保管していただき、１２月１日（金）以降に図書

館カウンターに返却してください。 

◆図書館部分を除く施設（市民会館、文化センター、ふるさと府中歴史館及び生涯学習セン

ター）は、平常通り開館します。 

～１０月の第２日曜日は「市民文化の日」～ 

 市内文化施設の共同企画として、市民文化の日に９つの文化施設で多彩なイベントを開催します。 

図書館も色々なイベントを開催いたしますので、ぜひ文化の秋を図書館でもお楽しみください。 

  1 
       子ども安全(あんぜん)安心(あんしん)教室 

             ＆スペシャルおはなし会 
 

 小さい頃は大人と一緒に通った図書館も、成長するにつ

れ子どもだけで行く機会が増えてきます。宿題の調べも

の、おはなし会や科学あそびのようなイベント参加、時に

は一人でゆっくりと読みたい本を探したり。子どもたち

が、「図書館に行きたい！｣と思い立ったとき、昔話の主人

公のように目的地にちゃんと着いて、そのあとにまた無事

に家に帰れるよう、「防犯のコツ」を府中警察署の人に教

えてもらいます。 
 

▽時間 午前10時半～11時半 

▽場所 中央図書館3階 

    おはなしのへや 

▽対象 3歳以上小学生と 

    その保護者 

▽受付 当日直接会場へ 

▽定員 50名(子ども優先) 

▽内容 第一部 昔話おはなし会 

          第二部 府中警察署の人のお話 

  2 
      小学生のためのブックトーク ｢よむよむ探検隊」 
 

 ▽時間   午後3時～3時45分 

 ▽場所   中央図書館3階 

                 おはなしのへや 

 ▽対象   小学校4･５･６年生 

 ▽受付   当日直接会場へ 

 ▽テーマ  あったらいいなこんなちから 

                     できたらいいなこんなこと 

中央図書館新館開館10周年記念展示 

「府中市立図書館 今むかし展」 
 図書館のあゆみが感じられる図書館だよりを展示します。 

府中市立図書館は昭和36年に開館しました。 

その翌年、昭和37年に発行された図書館だより創刊号も 

展示します。 
 

▽時間     午前9時～午後10時 

▽場所     中央図書館内 

▽期間     12月まで 

             （開館日のみ） 

中 央 図 書 館 の 行 事 予 定  

12 月 

 ■布の絵本・さわる絵本を展示します 
 

布の絵本・さわる絵本は障害のあるお子さんに絵本を楽しんで 

もらえるように作られた、手触りや形などを触って楽しむ絵本です。

ぜひこの機会にご覧ください。 

▽期間 ９月２９日(金)～１０月３１日(火)の開館日 

▽時間 ９時～１７時(月、水、金、第１・第３土曜日) 

    ９時～１９時(火、木) 

▽会場 府中市立心身障害者福祉センター｢きずな」(府中市南町5-38） 

    ※詳細は中央図書館までお問合せください。 

その3 お知ら
せ 

図書館全館休館の 

お知らせ  

第      号 

 新たに加わるホームページの主なサービス 

① スマートフォン・タブレットへの対応 
     スマートフォン等の横幅が狭いブラウザで閲覧する際に、ブラウザの幅にあったレイアウトに自動的に切り替 

   わるようになります。 

② かんたん検索がより使いやすくなります 
     書名や著者名で資料の検索をする「かんたん検索」に、検索結果をシリーズや言語で絞り込む機能が追加 

   され、お探しの資料が見つけやすくなります。 

③ 紙芝居が探しやすくなります 
     資料詳細検索画面に、｢紙芝居｣に限定した検索ができるチェックボックスが追加されます。 

  
3 

平成29年9月30日 

発行 府中市立図書館 

●内容：中央図書館及び地区図書館全館の 

          図書館システム改修、機器類の入れ替え作業、 

図書館ホームページは平成２９年１１月１８日（土）午後１０時から休止し、１２月１日（金）午前９時から再開します。 

分類法の最新版への切り替え、中央図書館の蔵書点検等 



【国分寺市立もとまち図書館】 
      https://library.kokubunji.ed.jp/ 

 
 府中市のすぐ北にある国分寺市。国分寺市の中でも府

中市に一番近い、もとまち図書館に行ってきたよ。もと

まち図書館は国分寺市の４番目の図書館として、今から

３９年前の昭和５３年に開館したんだ。 

 もとまち図書館は昭和５７年

から児童文学の講演会を年に２

回開催しているよ。市民のおは

なしグループ「でんでんだい

こ」や大学生のみなさんのおは

なし会も月に１回あってとても

楽しそう。 

 ぼくが行った時は、図書館の入り口をは

いったところに、昆虫標本が展示されてい

たよ。これは、図書館・公民館・武蔵国分

寺跡資料館が連携して、毎年夏休みに実施

している恒例の企画なんだって。今年見逃
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  12 ご案内   10    月 ～   月 

    おはなしキャラバン 
 

 府中市子ども読書活動推進委員会主催で、お

はなしボランティアグループ“絵本だいすき”が府中

市内の施設を回っておはなし会をします。 
 

▽日程・会場 

○１０月３日（火）   武蔵台文化センター 

○１０月６日（金）   府中市美術館 

○１０月１３日（金） スクエア２１・女性センター 

○１０月２０日（金） 子ども家庭支援センター 

                          「たっち」 

○１０月２７日（金） 郷土の森総合体育館 

○１１月７日（火） 朝日保育所 

▽時間 午前１０時半～１１時 

           （朝日保育所のみ午前１０時～１０時半） 

▽対象 １・２歳児と保護者 

▽定員 各日先着２０組 

   冬のおたのしみおはなし会 
 

中央図書館では、３歳～小学生を対象として

読み聞かせを行っています。冬のおはなし会で

は、絵本やおはなしの語り、手遊びなどを行いま

す。手作りのプログラムの配布

もします。当日、ぜひ会場にい

らしてください。（申込み不要） 
 

日時   １２月２１日（木） 

             午後３時半～４時半 

会場    中央図書館 ３階  

            おはなしのへや 

対象    ３歳～小学生 

ぶっくん が 
身近な図書館訪問記② 

「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。 

よむよむ探検隊員手帳  

   小学生のためのブックトーク 

   よむよむ探検隊 
 

   中央図書館では、一つのテーマ

にそって、何冊かの本を紹介する

ブックトークを開催します。よむよ

む探検隊員手帳ももらえます。ぜ

ひ当日ご来館ください。 
 

日時   １０月８日（日）、 

             １２月１６日（土） 

             午後３～３時４５分 

会場   中央図書館 ３階 

             おはなしのへや 

対象   小学４・５・６年生 

定員   先着３０人 

内容   テーマは、 

１０月「あったらいいなこん

なちから できたらいいなこ

んなこと 」                               

１２月 「未定」 

〈ちいさい子のためのおはなし会〉 
  

●中央図書館 

 日時／１０～１２月の第2・４木曜日（11月は第2のみ）  

     午前１０時半～１１時 

 対象／ 1・2歳児と保護者 

     ☆おはなし会の後に絵本のプチ講座も行います。 
  

●地区図書館 

 日時／地区図書館「おはなしの森」と同日の午前１０時半～１１時  

    ※四谷図書館のみ１０月１８日、１１月１５日、１２月２０日(水) 

 対象／ 1・2歳児と保護者 

〈おはなしの森〉 
 

●中央図書館 
日時／ 

①10～12月の毎週木曜日 午後３時半～４時 

 11月は2日・9日・16日（木）のみ 

②10月7日、11月4日、12月2日(土)  

 午前11時～11時半 

対象 ／3歳～小学生（保護者同伴可） 
 

●地区図書館 

日程／ 
押立・宮町図書館 

     ――１０月４日、１１月１日、１２月６日(水) 

紅葉丘図書館―１０月１１日、１１月１日、１２月６日(水) 

白糸台図書館―１０月１１日、１１月８日、１２月６日(水) 

西府・片町図書館 

       ――１０月１１日、１１月８日、１２月１３日(水) 

武蔵台・新町図書館 

       ――１０月１８日、１１月１５日、１２月２０日(水) 

是政図書館 ―― １０月１１日、１１月１５日、１２月２０日(水) 

四谷図書館 ―― １０月１９日、１１月１６日、１２月２１日(木) 

生涯学習センター図書館 

       ――１０月２５日、１１月８日、１２月１３日(水) 

住吉図書館 ―― １０月２５日、１１月１５日、１２月２０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） 

（新町のみ午後２時半～３時） 

行く！！ 

 小金井市立図書館は昭和３９年に開館

したんだって。府中市立図書館は昭和３

６年開館だから、だいたい同じくらいだ

ね。 

 １階は一般書や雑誌があって、たくさ

んの人たちでにぎわっていたよ。２階の児童室の入口前

には、ＹＡコーナーや季節のテーマ展示のスペース。わ

～ステキ！と思いながら児童室に入ってびっくり。壁に

紙で作った昆虫がたくさん！よーく見ると種類まで書い

てあって、うれしくなって昆虫図鑑を探しちゃったよ。 

小さい子のためのカーペットのスペースも、季節に

合った楽しい飾りつけがしてあって、とてもキレイ。お

花を見ながら休憩していたら、小金井市のイメージキャ

ラクターの「こきんちゃん」に会えたよ！ 

 楽しい気持ちになって館内を歩いていたら、壁の高い

ところに、色紙が一枚飾られているのを見つけた。今度

はどんなびっくりだろう？と近づいてみたら、図書館の

児童サービスのパイオニアとも言われている、故・小

河内芳子さんのお名前が！ 

 小河内さんは晩年を小金井市で

２４年間暮らして、児童書の講座

や図書館を応援する活動をたくさ

んされていたんだって。 

 ワクワクびっくりがたくさんの図書館だけど、残念な

がら来年の１月５日まで改修工事のために休館なんだ。

お休み明けが楽しみだね。 
 

参考資料『公共図書館とともにくらして』 

小河内芳子/著(いづみ書房) 

府中市内には全部で１３館の図書館があるよね。でも、府中市に住んで

いる人なら、他にも利用できる図書館があるのを知ってるかな？今回は、

府中市と隣接している３つの市の図書館をご紹介！図書館へのアクセス・利

用詳細は、各館のホームページを参考にしてね。 

  【小金井市立図書館本館】 
          http://www.library.koganei.tokyo.jp/ 

した人は、来年見に行けるとい 

いね。図書館の人

たちも親切にして

くれて、明るく温

かい雰囲気の図書

館だったな。 

 

【くにたち中央図書館東分室】   
https://www.library-kunitachi.jp/ 

 

住宅街にある、東福祉館の中

の小さな図書館だよ。図書館の中

に入ると、子どもの本がたくさん

あってびっくり。国立市にある図

書館の分室の中では、２番目に大

きいんだって。 

じゅうたんが敷いてあるスペースでは、本棚の

下の方に小さい子向けの本、上の方には大きい子

向けのちょっと読みごたえがある本が並んでい

て、みんなが楽しめるようになっているよ。壁

面は、下から見上げる子から本の表紙がよく

見えるような展示になっている。ぼくが行っ

た時は、赤ちゃんがママに本を読んでもらっ

てニコニコしてたよ。あんまり楽しそう

だったから、声をかけてお友だちになっちゃった。 

分室で開館している時間が短いから、行くときは必ず

ホームページなどで確認してね。おはなし会をやってること

も多いよ。おはなし会が充実しているのも、くにたちの図

書館の特長だね。こんな図書館がぼくの家の近くにも

あったらいいな。 

子どもに本の楽しさを届け

る活動をしている市民の人

達を紹介する掲示板もあっ

たよ 

今まで配布した 
プログラム 

 

７月の「よむよむ探検隊」 
テーマ 


