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 ルミエール府中全体の修繕工事及び図書館システムの入替 

等を行うため、図書館は次のとおり休館します。 

 ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

長期休館中の 
図書館サービスのお知らせ 府中市 

図書館 
だより 

63 

図書館 
だより 

第      号 

図書館 
だより 

令和4年9月15日号 

発行 府中市立図書館 

   【休館期間】 

  

  ▽中央図書館（５階学習室を含む） 
 

 

  令和4年10月1日（土）～令和5年2月28日（火） 
 

 

 ※ブックポストも使用できません。 
   

  ▽全館（地区図書館を含む） 
 

 

  令和5年2月1日（水）～2月28日（火） 

 

※全館休館期間中は、すべてのサービスを休止します。 

※市政情報センターでの図書取次も休止します。 

※図書館ホームページもシステム更新のため停止します。 

その２ 

前号に引き続きお知らせします 

中央図書館のみ所蔵する雑誌の新刊は、 

生涯学習センター図書館で閲覧できます。 
 

・閲覧開始日が通常より1日程度遅れる場合があります。 

・貸出開始日の予約取り扱いは通常通りです（午前11時まで来館者優先）。 

・貸出開始日翌日以降は、バックナンバーとして中央図書館内で保管します。貸出 

 希望の方は予約のうえご利用ください。 
 

中央図書館のみ所蔵する新聞を地区図書館6館で分担して配置します。 
 

・閲覧開始日が通常より半日から1日程度遅くなります。 

・各館での保存は、当月と前月の2か月分です。 

・館別の配置内容については、各館に設置のチラシまたは図書館ホームページを 

 ご覧ください。 

臨時窓口の 

ご案内は 

次ページへ 

中央図書館を受取窓口に指定した資料の取り扱い 
 

・ 9月30日（金）までは通常通り中央図書館で受け取ることができます。 

・10月1日（土）時点で中央図書館に残る取置期限内の資料は、原則10月5日（水）以降に  

 臨時窓口に移ります。 

・10月以降ご用意できた資料は、臨時窓口でのお受取りとなります。 

雑 誌 

新 聞 

【令和4年10月～令和5年1月の新聞・雑誌の取り扱いについて】 
※他のサービスについては前号をご覧ください。 
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中央図書館臨時窓口（図書取次・利用登録）について 
 

令和4年10月5日（水）から令和5年1月31日（火）までの期間、予約した資料 

の取次業務を中心とした臨時窓口を開設します。 
 

・場所 中央文化センター ４階ロビー 

・開設時間 午前9時～午後5時 
 

 ※ブックポスト（4階ロビー内）の利用時間は午前9時から午後8時45分までです。 
 

 ※視聴覚資料と他の自治体からの借用本は開設時間内に直接臨時窓口へ返却して 

    ください。 
 

 

・休館日  

   10月10日（月）、11月3日（木）、11月23日（水）、12月5日（月）、 

  12月29日（木）～令和5年1月3日（火）、１月9日（月） 

 
 

 インターネットで調べる    

 オンラインデータベースのススメ 
 

 オンラインデータベースとは、インターネットを経由して利用できるデータベース

です。信頼できる情報の中から必要な検索をすることができるので、調べものや研

究に大変役立ちます。 

 ここでは、様々なデータベースの中から選りすぐった、ご自宅から利用できる無

料オンラインデータベースをご紹介します。 

 

「ＴＯＫＹＯアーカイブ」（提供：東京都立図書館） 

https://archive.library.metro.tokyo.lg.jp/da/top 
 

 デジタル化した江戸・東京関係資料の画像が検索・閲覧できます。現在は、浮世絵、

江戸・東京の災害記録など約57,000点を公開しています。 

「国立国会図書館デジタルコレクション」 

（提供：国立国会図書館） 

https://dl.ndl.go.jp/ 
 

 国立国会図書館で収集・保存しているデジタル資料

が検索・閲覧できます。令和４年５月１９日より、個人

向けデジタル化資料送信サービスが開始され、以前

からインターネット公開していた資料に加えて、これま

でデータ送信が可能だった図書館等での閲覧に限ら

れていた約15２万点の入手困難資料について、ご自

宅のパソコン等で閲覧できるようになりました。個人

向けデジタル化資料送信サービスのご利用は、国立

国会図書館の利用者登録（本登録）が必要です。 

（提供：国際子ども図書館） 

https://www.kodomo.go.jp/yareki/ 
 

 国立国会図書館の歴史史料を使い、中高生向け

に作成された電子展示会です。デジタル資料をはじ

め、10代向けの関連書籍もリストアップされていま

す。史料編、人物編、史料入門などの分類のほか年

表や索引もわかりやすいので、大人の方にもおすす

めです。 

https://archive.library.metro.tokyo.lg.jp/da/top
https://dl.ndl.go.jp/
https://www.kodomo.go.jp/yareki/


――――3 

ご案内 

〈ちいさい子のためのおはなし会〉 
 

日程・会場／ 「おはなしの森」と同じ 
 

時間／      午前10時半～11時 
 

対象／   1・2歳児と保護者 
 

申込み／  不要。当日会場へお越しください。 

                        (定員制) 

図書館では感染症拡大防止対策を行いながら、 

おはなし会を実施しております 

・感染症拡大防止対策のご協力を 

 お願いいたします。 

 （マスク着用・アルコール消毒・検温等） 

・予定は変更になる場合が 

 あります。 

 図書館ホームページ等で 

 ご確認ください。 

〈おはなしの森〉 
 

日程／ 
 

※中央図書館は、長期休館に伴い、会場と時間を 

 変更して開催いたします。 
   10月 1日(土)・12月 3日(土)  ／片町図書館 

      11月   5日(土)  ／新町図書館 

時間／ 午前11時15分～11時45分  

 

○地区図書館 

紅葉丘・押立・宮町図書館    

   10月 5日(水)・11月 2日(水)・12月 7日(水)               

白糸台・西府・片町図書館 

   10月 12日(水)・11月 9日(水)・12月 14日(水) 

武蔵台・新町・是政・四谷図書館         

   10月 19日(水)・11月 16日(水)・12月 21日(水) 

住吉図書館 

       10月 26日(水)・11月 16日(水)・12月 28日(水) 

生涯学習センター図書館   

   10月 26日(水)・11月 9日(水)・12月 14日(水) 
 

時間／ 午後3時半～4時 
 

対象／    3歳～小学生(保護者同伴可) 
 

申込み／ 不要。当日会場へお越しください。(定員制) 

10   12    月～        月  

図書館を飛び出して、市内の施設でおはなしボラ

ンティアによるおはなし会を開催します。 

お近くの会場にぜひお越しください。 

▽日程・会場  

○10月11日（火） 「子ども家庭支援センター 

                        たっち」 

○10月20日（木） 「中央保育所園庭」(雨天中止) 

○10月21日（金） 「郷土の森総合体育館」 

○10月25日（火） 「紅葉丘文化センター」 

○10月31日（月） 「男女共同参画センター 

                 フチュール」 

○11月8日（火） 「美術館」 

 

■絵本だいすきおはなしキャラバン  

▽時間  午前10時半～11時 

       (中央保育所のみ午前11時～11時30分) 

▽対象  １・２歳児と保護者 

▽定員  各回５組 

▽内容  絵本の読み聞かせと手遊び、わらべうた 

▽語り手           おはなしボランティアグループ 

          「絵本だいすき」のみなさん 

▽主催   府中市子ども読書活動推進委員会 

▽申込み 事前申込制。10月1日(土)より中央図書  

     館へ電話でお申込みください。 
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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  
https://library.city.fuchu.tokyo.jp 

お
問
合
せ 

 

 

 

 

 

 

 

特集展示「みんなに読書のよろこびを」 
 

  布の絵本やさわる絵本、ふりがなや絵文字つき

で理解しやすい工夫がされたLLブックなど、活字

による読書が苦手な子どもたちも一緒に楽しめる

本を展示します。ぜひこの機会にご覧ください。 
 

期間 10月1日（土）～10月31日（月）の開館日 

時間 午前9時～午後5時（月、水、金、第1・ 

    第3土曜日） 

    午前9時～午後7時（火、木曜日） 

会場 心身障害者福祉センター「きずな」 

    （府中市南町5－38） 

感染症の拡大状況により予定が変更になる場合

があります。図書館ホームページ等でご確認くだ

さい。  

  
 
           館名 

 
                   日程 

10月 
 
西府 紅葉丘 17日(月) ～19日(水) 

11月 
 

武蔵台 住吉   7日(月) ～ 9日(水) 

12月 
 

新町 是政   5日(月) ～ 7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。 

 

 
 

■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、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 11月8日（火）～11月30日（水） 

    ※休館日の実施はありません。 

    午前9時～午後5時（生涯学習センター 

    図書館の平日は午後7時まで） 

▽場所 各地区図書館内 

▽持ち帰り冊数 おひとり20冊まで 

※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にお問合せください。 

※11月の臨時休館日をご確認ください。  

科学あそび 

「錯覚ってなあに？ 

  ～超高層ビルボックスとふしぎな 

             おもちゃをつくろう～」開催報告  

  

        令和4年8月21日（日）に科学読物研究会の

坂口美佳子先生をお招きし、小学生を対象とし

た科学あそびを開催しました。錯覚の本やプリント

により錯視を学びなが

ら、白黒のうずまきのコマ

や覗き込むと超高層のビ

ルに錯覚して見えるボッ

クスを作るなど、驚きが

あふれる楽しい時間にな

りました。 

     関連本などのおす

すめ本をリストにして

参加者に配布したほ

か、図 書館 ホ ー ム

ページにも掲載してい

ますので、ぜひご活用

ください。  

10月9日（日）市民文化の日 

今年は生涯学習センター図書館で 

開催します！ 

ぶっくんからの挑戦状～アニマル編～ 

 「動物」がテーマのクロスワード問題がぶっくん

から 届きました。 

 図書館にある児童書の中にヒントがあります。

完成目指してチャレンジしてください。完成した

クロスワードに、ごほうびスタンプ

を押します。 

  

生涯学習センター図書館 

宮町図書館 

上記以外の地区図書館 

10月9日（日） 

10月10日（月） 

10月11日（火） 

市民文化の日 

START! 

※休館日は配布しません 

※10月31日（月）に終了します 

 対象：子ども（大人も参加できます） 

クロスワードパズル配布開始日 

縦
横
で
絵
柄
が
変
わ
る
だ
ま
し
絵
を
紹
介 

◀ 


