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図 書館のおしごと紹介
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ヘルナルスからの訪問団
中央図書館じどうしつにて 2009
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１
■子ども読書の日
その
読書キャンペーン
「たびたびよんで本のたび～
みんなともだち」

第２回は、寄贈された本の取り扱いについてご紹
介します。
当館では資料の充実を図るため、市民の方、企
業・団体からの図書の寄贈をお受けしています。特
に、次の図書資料についてご協力をお願いしていま
す。
1.府中市や三多摩地域に関する資料（郷土資料）
2.人気があり予約の多い図書

図書館では､子どもたちがたくさんの本と出会
い、楽しく読書ができるように、全館をあげて子ど
も読書の日のキャンペーンを行います。期間中
は本の世界を旅するためのパスポート（ゆうえん
ちの描かれた手作りカード）を配布し、テーマの
本を1さつ読むごとに､「ともだち」シール（全12種
類）をプレゼントします。
▽日時 ４月11日(水)～５月13日(日)
▽場所 中央図書館･各地区図書館
▽内容 「ともだち」をテーマに集めた本の
展示と貸出し

受け付け後は、府中市立図書館選定基準に照らし
合わせながら、図書館の所蔵状況を調べて受け入れ
を判断していきます。受け入れ決定後、図書館の本
としてバーコード、記号ラベル、ブッカー装備を経
て、データ入力後、図書館の書架に並びます。
図書館で活用できない図書は、リサイクル図書と
して市民の皆様に無償で提供しています。
◆寄贈に際してのご注意
図書の内容、状態によってはお断りする場合もあ
りますので、ご注意ください。

■片町図書館リニューアル

◇雑誌・漫画・視聴覚資料・百科事典
◇参考書・問題集などのテキスト類
◇書き込みや汚れ、傷みのひどい本
●催しは予約制です
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① 本棚の位置を動かして通路を確保、ベビー
カーでも安心してご来館いただけます。
② 絵本のベストブックを１箇所に集め、親子で
ゆっくり座って読めるスペースを新設。
③ 哲学やガイドブック、自然科学系の本の位置
を移動して、見つけやすくなりました。
④ 新しく入った本・季節の特集の本を紹介する
コーナーを設けました（一般書・児童書）。
⑤ ＹＡ（ヤングアダルト）向けの本を集め、
新しい書架で紹介を始めました。
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月 25日(水) 図書館ガイドツアー
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発行 府中市立図書館

20日(日) 図書館ガイドツアー
27日(日) 朗読会
17日(日) 図書館ガイドツアー

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。

■臨時休館のお知らせ

ウィーン市ヘルナルス
区と府中市が友好都市提
携を結んでから、今年で
20 年に な り ます。図 書
館 間 で の 交 流 は、1996
年５月２日に友好親善使節と
して協定を結びましたので、今
年で16年目を迎えることになります。
ヘルナルス図書館と府中市立図書館は、交流事業の柱として、
また友好の証として、毎年資料の贈答をおこなっています。
ヘルナルス図書館からの寄贈資料は、旧中央図書館時代から
「ウィーン･コーナー」を設置し、別途収集したウィーン関係
資料とともに、このコーナーに展示していました。これを中央
図書館が桜通り沿いにリニューアル･オープンするにあた
り、拡充して独立した個室を確保し、ヘルナルス図書館か
ら贈られたＣＤの視聴などもできるようになっています。
2011年度に府中からヘルナルス区へお届けした
資料、そしてヘルナルス区から届いた資料をご紹
介します。
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ここが変わりました！

次のような本はお断りしています

図

その

片町図書館では今年度、大幅な模様替えを
行いました。館内の案内図も、新たに大きく
見やすいものができました。新しくなった片
町図書館にぜひお立ち寄りください。

・原則として、市民の方からのみ寄贈をお受けし
ています。
・寄贈された本を図書館資料とするか、リサイク
ル資料とするかの判断は、図書館にお任せいた
だきます。
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図書の寄贈について
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▽設備点検、清掃のため、次のとおり休館します。
４月９日（月） 武蔵台・住吉・紅葉丘図書館

ヘルナルス
府中
友好都市 20周年
ヘルナルス区から
府中へ
１．図書 “PARADIES WACHAU －gemaltes weltkulturerbe”
（パラダイス ヴァッハウ －世界文化遺産を描く）／マルティン・ズッパン
２．CD “Armonico Tributo／Florilegium Primum”
（アルモニコ・トリブート 音楽の花束）
／ゲオルク・ムッファト、アルス・アンティクァ・アウストリア（オーストリア）、グナール・レツボール

３．CD “Zwischen Kerker und Krone －Compagnia di Punto”
（牢獄と王冠の間 －コンパニア・ディ・プント）

府中から
ヘルナルス区へ
１．絵巻物レプリカ
『鳥獣人物戯画 甲・乙』
２．絵巻物レプリカ
『源氏物語絵巻』
３．日英対訳絵本
『平知盛「平家物語」より』
４．ＣＤ『オペラ<夕鶴>（鮫島有美子）』
５．ＣＤ『日本のうた・全曲集
（鮫島有美子）』

／アモン、フィオリッロ、メッテンライター

４．CD “Concerti per Fortepiano”
（二つのピアノ協奏曲 －ニュルンベルクの古典派、 ピアノの誕生から協奏曲へ）
府中市立中央図書館
お 〒183－0055 府中市府中町2－24
問 TEL 042-362-8647
合 ホームページアドレス
せ
http://library.city.fuchu.tokyo.jp

／ゲオルク・ヴィルヘルム・グルーバー、アルテュール・スホーンデルヴィルト、アンサンブル・クリストフォリ

５．ＣＤ “Rosenkranzsonaten”（ロザリオのソナタ）
／ビーバー ダニエル・ゼペック、ヒル・パール、リー・サンタナ、ミヒャエル・ベーリンガー

６．ＣＤ “Tanz”（ダンス）／ヴァルター・ソイカ、カール・シュティルナー
７．ＣＤ “Furiosa －virtuoso music for two bass viols”
（フリオーザ －２つのヴィオラ・ダ・ガンバのためのヴィルトゥオーゾ・ミュージック）
／ゴットフリート・フィンガー ジェシカ・ホースレー デイヴィッド・ハッチャー
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ご案内
８類（言語分野）担当のおすすめ

３類（社会科学分野）担当のおすすめ

『「おつかれさま」を
英語で言いたくないですか？』

『犯罪からの子どもの安全を
科学する』
清永賢二/監修 ミネルヴァ書房
中央４階 請求記号 368/ハ
資料番号 0171645609

いま、子どもたちの犯罪からの危機はどうなってい
るのか。実際の事件の分析、子どもたちへの調査
や実験を通して、地域と学校が子どもの安全を
確かなものにできる手法を示す。

日本人の国民病とも称される花粉症や
インフルエンザ対策に、マスクは有用と
言われていますが、おしゃれとの両立は
難しいアイテムです。そこで、自分好み
のマスクを手作りしてみてはいかがで
しょうか。花粉などでつらい時期を、少
しだけ明るい気持ちで乗り切れるかもし
れません。

4月～6月

デイビッド・セイン/著 東京書籍
中央4階 請求記号 837/セ
資料番号 0171645401

「ごぶさたしてます」「お世話になってます」「そこをなん
とか」など、普段よく耳にする日本語の中から、特に「こ
れは英語でどう言うの?」と疑問に思うような表現を取り
上げ、日常編とビジネス編に分けて紹介する。

「おはなしの森」では絵本や昔話の読み聞かせや
おはなしの語り聞かせを、
「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。

〈おはなしの森〉
５類（技術分野）担当のおすすめ
児童書のおすすめ

『かんたん手作りマスク』

『雨あがりのメデジン』

アズマカナコ/著 小学館
中央３階 請求記号 594/ア
資料番号 0171648165

アルフレッド・ゴメス=セルダ/著 鈴木出版
中央児童室 請求記号 G96/ゴ 他6冊
資料番号 0171638471

基本のマスク、プリーツマスク、立体マス
ク、おしゃれマスク…。針と糸と、ほんの少
しの生地でかんたんにできるマスクのつくり
かたを紹介します。実物大型紙つき。

小屋のような家がびっしり立てこみ、迷路の
ようにいりくんだ路地がめぐるメデジン。その貧
しい地区の「いま」を生き抜こうとする少年たち
と図書館員の物語。

●中央図書館
日時／
①4～6月の毎週木曜日 午後３時半～４時
※5月3日を除く
②4月7日、6月2日（土）午前11時～11時半
対象 ／３歳～小学生（①、②とも保護者同伴可）

●地区図書館
日程／
押立・宮町図書館
――――4月4日、5月2日、6月6日（水）
四谷図書館――4月5日、5月10日、6月7日（木）

住吉図書館のおすすめ

『暦はエレガントな科学
二十四節気と日本人』
石原幸男/著 PHP研究所
中央４階 請求記号 449/イ 他1冊
資料番号 0171629652

冬至、立春、春分、立夏…。平安貴族が
愛した季節区分は太陽暦に基づいた科学
だった! 東洋文化の叡智を示す「暦」をわか
りやすく紹介。日本と中国で旧暦の月がずれ
る2012年問題なども取り上げる。

おすすめの新刊
（2011年12月～2012年２月受け入れ分）

各分野の担当や地区図書館からの
おすすめ新刊を載せています。
＊内容紹介はTooliより引用

筑摩プリマー新書の特徴である「平易
な言葉でわかりやすく」書かれており、
親しみやすいイラストと写真も著者自身
の手になるもので、中学生くらいから大
人まで楽しんで読むことができる本だと
思います。昨年の大震災による文化財の
被災についても触れ、それらを目の当た
りにしてからの、「修復」にかける新た
な思いについても気負いのない文章で書
かれています。

『時をこえる仏像
修復師の仕事』
飯泉太子宗/著 筑摩書房
武蔵台 請求記号 M718/イ/シンショ 他8冊
資料番号 0171666563

ほとんどが木造ゆえに、数百年も経てば、必ず壊
れてくる仏像。仏像の修復の現場を案内しながら、
仏像修復家だからこそ知り得る少し変わった仏像の
見方を紹介する。

――――4月11日、5月9日、6月13日（水）
是政図書館――4月12日、5月10日、6月14日（木）
武蔵台図書館―4月19日、5月17日、6月21日（木）
住吉・紅葉丘・生涯学習センター図書館
――――4月25日、5月23日、6月27日（水）

時間と対象／午後３時半～４時／３歳～小学生
片町図書館のおすすめ

『日本の地震地図
東日本大震災後版』
岡田義光/著 東京書籍
片町 請求記号 453/オ 他2冊
資料番号 0171637820

武蔵台図書館のおすすめ

白糸台・西府・新町・片町図書館

どこで、いつ、何が起こるのか。全国の7つの
エリア別に、過去に起きた主な大地震、最新の
地震発生予測とそれによる地震動予測の評価
結果、地震対策などを掲載する。

（保護者同伴可）
※ただし新町図書館は午後２時半～３時

〈ちいさい子のためのおはなし会〉
●中央図書館
日時／4～6月の第2・4木曜日 午前10時半～11時
対象／1・2歳児と保護者
☆おはなし会後に、絵本の楽しみ方についてのワンポイン
トアドバイスも行います。

●地区図書館
日時／地区館「おはなしの森」と同日の午前10時半～11時
※ただし四谷図書館は以下のとおり

四谷図書館――4月4日、5月2日、6月6日（水）
（おはなしの森の日程とは異なります）

