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館長
新中央図書館の３階相談カウンターの後ろの柱に小

栢木

あさ子

平成１９年１２月、収蔵能力１１０万点の多摩地域随

ぶりな額が掛かっています。野口市長の直筆で「府中

一の規模の図書館に成長しました。
図書館サービスは、

市図書館サービスの指針」という題とともに、次の６

時代のニーズに対応して成長し変化していきますが、

項目が書かれています。

市民の皆様とともに創りあげてきた図書館サービスの

１ １人１人の利用者の立場に立つ
２ 利用者の心情の機微をつかむ

精神は、これからも変わることがありません。
平成１９年の年頭のごあいさつで｢図書館のアメ横

３ ｢ありません。わかりません。｣をいうまい

ともいえるような、活気やにぎわいがある雰囲気を新

４ 図書館の利用者に卒業生を出すまい

しい図書館に持っていきたい。｣と書きました。
（
『図書

５ 昨日の利用者は今日も同じではない

館だより』第３号）

６ １人の利用に全館の体制で
１と２は、図書館を利用される市民の皆様への図書
館員としての接客マナー。

ＩＣタグの導入により、貸出しの自動化など最新技
術を取り入れて作業のスピードアップや効率化を図る
一方、貸出窓口やレファレンスカウンターでは、落ち

３は図書館の基本的機能である資料提供を徹底して

着いて予約の受付けや図書資料への情報提供を行なう

行なうという、当館の心意気と図書資料全般にわたる

ことができます。作業の効率化は結果として、人と人

職員研鑚の姿勢。

とのふれあいと専門的なサービスの提供に結びつかな

４と５は、絶えず成長する利用者の高度・多様化す
るニーズに、謙虚に学ぼうとする図書館員の姿勢。
６は、中央図書館を中核として全館を有機的に結ん
だ図書館ネットワークを使って、１人の市民の利用に
対して、全ての図書資料と職員の技術、熱意で対応す
ることを約束しています。

くては、意味がないと考えています。市民の皆様のボ
ランティア参加もお願いして、おはなし会や図書館利
用に障害がある方へのサービスも盛んに行なっていき
ます。
中央図書館の３階、４階を南北に貫く通称「メディ
ア通り」は、最先端の情報技術に対応した機器を備え

この指針は府中市立図書館が昭和５５年３月に策定

たにぎわいがあるスペースに、一方、窓際の閲覧テー

した、
『信頼される図書館をめざして その計画と展

ブルや処々に配置された椅子は、心地良い落ち着いた

望』という冊子に示されているものです。新中央図書

読書のスペースに。動と静が、ダイナミックに調和す

館の開館にあたって、改めてこの６項目を市民の皆様

る新中央図書館。書架の間を廻れば、新しい発見や本

にお約束したいと思います。

との出会いがある図書館。府中という地域にこだわっ

昭和３６年 4 月、旧府中町役場の建物で３,０００冊
の蔵書とともに産声を上げた府中市立中央図書館は、

て、｢未来の府中を構築する情報拠点｣の新たなページ
が開かれました。
これからの図書館にご期待ください。
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■絵本原画展

■講演会 「あなたに語る『折々のうた』」

「絵はものがたりの世界をひろげる魔法のつえ」

○日時 平成 19 年 12 月９日（日）午後１時半～３時

絵本原画の魅力をお楽しみください。

○講師 大岡信氏（詩人） ○ルミエール府中

○日時 平成１９年１２月５日（水）～１６日（日）

満席につき締め切りました。

（１０日を除く）

たくさんのご応募ありがとうございました。

○時間 午前１０時～午後５時
（１６日は午後４時まで）
○会場 府中市美術館１階市民ギャラリー
○内容 絵本の原画約１２０点の展示ほか
○入場 無料

■図書館ガイドツアー
○日時 １２月２２日（土） ・午前１０時～１１時
・午後２時～３時 ・午後４時～５時

■絵本の世界展

１２月２６日（水） ・午後２時～３時

絵本原画展に関連して、「こどものとも」の絵本キ

・午後４時～５時 ・午後６時～７時

ャラクターやパネル展示など、新中央図書館内に

○会場 中央図書館

絵本を楽しむ仕掛けが隠されています。スタンプ

○対象 市民・市内在勤・在学の方

ラリーもお楽しみに♪

○定員 各回とも先着１０名

○展示期間 平成１９年１２月１日（土）

○内容 中央図書館の案内

～平成２０年２月２９日（金）

○申込み 開始時間の１０分前に館内３階の

○会場 中央図書館

総合受付カウンターへ

○入場 無料

【１２月】
○中央図書館「おはなしの森」 ６日・１３日・２７日（木）・８日（土）

冬のおたのしみおはなし会
土曜日のお はなし会が
○住吉図書館 １２日（水）
もあるよ♪
はじまりました！
【１月】
▽日時 １２月２０日（木）
○中央図書館「おはなしの森」 １０日・１７日・２４日・３１日（木）・１２日（土）
午後３時半～４時半
セン

○生涯学習ター図書館 ９日（水）

○四谷図書館 １６日（水）

▽会場 中央図書館

○白糸台図書館

○武蔵台図書館 ３０日（水）

▽対象 ３歳～小学生

２３日（水）

▽時間

▽内容 絵本や昔話の

地区図書館 午後３時半～４時

読み聞かせ

中央図書館 木曜日 午後３時半～（３歳以上）・４時～（小学生）
第２土曜日 午前１０時半～１１時（３歳～小学生）
▽対象 ３歳～小学生

今月から中央図書館で第２土曜日の

▽内容 絵本や昔話の読み聞かせ

おはなし会がはじまりました！

★１・２歳児と保護者が対象の「ちいさい子のためのおはなし会」もあります。
詳しくは各図書館のカウンターでお問合せください。★
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新中央図書館は､今までのコーナーをさらに充実！しごと情報資料コーナーや特別文庫コーナー、対面朗読室、
ＹＡ（ヤングアダルト）コーナーなどを新たに設置し、多様な目的に合わせて利用できる図書館になりました｡

ルミエール府中は市民会館と図書館の複合施設
３・４・５階が中央図書館です

ウィーンコーナー
府中市の友好都市ウィーン市ヘルナルス区か

５階 ○学習室 ○事務室

ら寄贈していただいた本（写真集、美術資料、絵

４階 ○地域・行政資料 ○視聴覚 ○ＹＡ

本など）とＣＤがあります。資料の貸出やコーナー

○しごと情報資料 ○ウィーンコーナー

内でＣＤの試聴もできるようになりました。コーナー

○特別文庫 ○外国語 ○参考図書

など

に隣接した書架には、ウィーンに関する資料もそろ
えています。

３階 ○総合受付カウンター○雑誌・新聞

ウィーン市の写真

○読書室 ○予約本コーナー ○対面朗読室

や絵も飾り、ウィーン

○じどうしつ ○ハンディキャップ資料 など

の風を感じられる優

２階 市民会館

雅な空間となってい

１階 市民会館

ます。

地下駐車場（１時間 100 円、30 分以内無料）

特別文庫は、府中市内に在住し、各分野で業績を残した方からご寄贈いただいた資料群に寄贈者の個人名を冠
したものです。現在、大賀・塩野・冷水・渡辺の４つの文庫があり、コーナーでは、その貴重な本を展示しています。
また、大賀文庫については新中央図書館開館に合わせて修復整備を行い、『大賀文庫目録・改訂版』を作成しま
した。
大賀文庫 府中市に在住し、ハスの研究で知られる植物学者、故大賀一郎博士の旧蔵書で、昭和４０年に府中市
に寄贈され中央図書館が保管してきました。蔵書内容については、中央・各地区図書館で所蔵する『大賀文庫目
録・改訂版』をご覧ください。

自動貸出機

予約本コーナー

ＹＡコーナー

３階と４階には、カウンターを

予約された本は、原則と

ＹＡ（ヤングアダルト）とは、主に中高生

通さずにご自分で資料の貸出

して、３階の「予約本コーナ

を中心とした１０代をさす言葉です。この

処理をすることができる自動貸

ー」にご用意します。コーナ

コーナーにはＹＡに人気の本や、是非こ

出機を設置しました。機械に図

ーに設置された検索機に図

の時期に読んでもらいたいおすすめの本

書館利用カードを挿入し、パネ

書館利用カードを差し込む

をそろえました。生き方や進路に悩んだ

ルに表示され

と、ご用意できた本が並んで

時に参考になる本、高校・大学の学校案

た指示に従っ

いる棚のランプが点灯しま

内もあります。

てどなたでも

す。本を取り、コーナー内の

コーナー内のＹＡルームは、資料の閲

簡単に貸出

自動貸出機で貸出手続を

覧はもちろん、グループ学習にも利用でき

ができます。

行ってください。

ます。情報収集・交流の場としてぜひご
利用ください。
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図書館では、図書館利用に障害のある方へのサービスをおこなっています。
新中央図書館は、３階レファレンスカウンター横に「ハンディキャップ資料コーナー」を設置しました。新
たに資料も増えましたのでぜひご利用ください。
○コーナーには、点字図書、録音図書（カセットテープ・ＣＤ・デイジー）、大活字本などがあります。資料の
数も増えました。
○録音図書に「デイジー」という新しい媒体が加わりました。長時間の収録が可能で、音質が良く、好きなペ
ージから再生することができるのでとても便利です。デイジーは専用の再生機が必要です。館内には再
生機もありますのでぜひご利用ください。
○音声読み上げ機が入りました。読みたい資料を機械が読み上げてくれます。
○目の不自由な方には点字、録音図書の郵送貸出、身体が不自由で来館困難な方には宅配サービスを
行っています。

中央図書館に対面朗読室を新設しました。今年度、ボランティア養成講座を受講した朗読ボランティア
の第１期生と職員が、目の不自由な方を対象に、図書、雑誌、新聞等をお読みします。お気軽にご利用く
ださい。
【対象】市内に在住、在学、在勤で視覚障害者の方（障害者手帳をお持ちの方、またそれに準ずる方） 図
書館での利用登録が必要です。
【予約】利用希望日の前月１日から前日午後５時までに中央図書館へ。
【利用時間】午前９時から午後５時まで。１回の利用時間は２時間です。
【問合せ・申込み】中央図書館ハンディキャップサービス担当 （０４２・３６２・８６４７）

☆貸出点数が変わりました☆
平成１９年１２月１日（土）より、中央・各地区図書
館全館において資料の貸出点数が変わりました。
▽貸出点数／期間
図書・雑誌・点字資料・・・１０冊／２週間以内
（相互利用は５冊／２週間以内）
視聴覚資料・・・６点／１週間以内
（相互利用は３点／１週間以内）
録音図書・・・５点／２週間以内
（相互利用は３点／２週間以内）
※視聴覚資料は媒体別の点数制限はなくなりまし
た。ＤＶＤ・ＣＤ・ビデオカセット・カセットテープをあわせ
て上記の点数が貸出できるようになります。

中央・地区図書館休館中、利用者の皆
様には、大変ご不便をおかけしました。こ
れからも利用者の皆様に愛される図書館
をめざし職員・スタッフ一同頑張りたいと思
います。
住所 とホ ー ムペ ージ
アドレスが新しくなりま

お問合せ

した。

府中市立中央図書館
〒１８３‐００５５ 府中市府中町２－２４
℡ ０４２・３６２・８６４７
ホームページアドレス

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