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  「 ＦＣ東京の選手と作ろう！ 

  おすすめ本のつながりＭＡＰ 」 

 

  締切期限までに

寄せられた応募数は113点！その連

想のつながりをＭＡＰにし、市民文化

の日当日に完成版を発表します。選手

に、気になる本を選んでいただき、選

ばれた方にはＦＣ東京グッズをプレゼ

ントします。 

  ＭＡＰには、本のタイトルや著者名の

ほか、子どもたちが書いてくれた本の

おすすめポイントも記載します。３つ

のお題からどんな連想が広がったか、

ＭＡＰの隅々までぜひご覧ください。 
 

▽発表期間 １０月１０日（日） 

         ～１１月１４日（日） 

▽発表場所 中央図書館４階  

                                      ＹＡルーム付近 

 

  特集展示 

 「６０年をふりかえる」 
 

昭和３６年４月６日の開館から今年で６０年を迎えました。年

を追うごとに市内に地区図書館も増え、所蔵資料の管理は紙か

らコンピューターでのデータに移行するなど、幾つも変化があ

り、現在の形で皆様にご利用いただいています。そうした図書館

６０年のあゆみと、「三億円事件」や「徳仁皇太子殿下御成婚」「平

成・令和への改元」などこの６０年の社会的できごとを年表にし

て、関連する本を展示します。ご自身の記憶にある出来事も見つ

かるかもしれません。 
 

▽展示場所 中央図書館３階 特集コーナー 

▽展示期間 令和３年１０月１０日（日）から１１月中旬まで 

 講演会 

  「日本における新聞の誕生から 

    戦後の再出発まで」 
 

新聞っていつからあるの？戦争中に新聞は発行されていた

の？などの疑問から新聞のメディアとしての役割まで、日本新聞

博物館の学芸員がわかりやすく解説します。 
 

▽日時  １０月１０日（日）午後２時～４時 

▽会場  ルミエール府中２階 講習会議室 

▽対象  中学生以上の方 

▽定員  先着２０名（事前申込み制・無料） 

▽講師  平野新一郎氏、工藤路江氏 

             （ニュースパーク／日本新聞博物館 学芸員） 

  小学生のための  
  ブックトーク 
  「よむよむ探検隊」  
 

  一つのテーマにそっていろいろ

な本を紹介する「ブックトーク」。 

  今回は「なんかようかい？～怪し

いモノたちの世界～」をテーマに、

妖怪や幽霊、ふしぎで怪しいモノた

ちが登場する本を紹介します。 

  参加者にはよむよむ探検隊手帳

をプレゼント。ぜひ会場へお越しく

ださい！（申込み不要） 
 

▽日時  １０月１０日（日）  

             午後３時～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  当日先着１５名 

▽テーマ  「なんかようかい？～怪しいモノたちの世界～」 
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今年度は４回にわたり、おすすめの辞書・事典などを紹介しています。 

2回目は、「秋」から連想したものを中心に３冊ご紹介します！ 
 

 

『やきもの文様事典  

 絵付でおなじみの文様１００種について 

 意味から背景まで解説』  
 

 陶工房編集部 編 誠文堂新光社 2021 請求記号：751/ヤ 

 

  縄文土器から明治の

器までの変遷、幾何学・

動植物・風景の文様の

意味を集録。縞文様や

中華料理でお馴染みの

雷文様など一度は目に

したことのある文様か

ら、リス・琵琶のような

珍しい文様まで記載さ

れています。自宅にあ

る器の文様も気になる

かもしれませんね。 

掲載されている器の大多数は美術館や博物館、窯元・骨

董店所蔵のものです。実際に足を運ぶことが難しくても、こ

の事典を見るだけでも、文様の美しさを知ると共に器の鑑

賞も楽しめる1冊です。 

 

 

『世界の文字の図典 普及版』 
 

世界の文字研究会 編 吉川弘文館 2009 請求番号：801/セ 

 

  世界の文字を発生から系統立てて、古代から現代まで歴史上に現れた文字を広範に集録

しています。絵文字から始まる本書ですが、ひとえに絵文字といっても、エジプト絵文字・

インダス印象文字・イースター文字・マヤ文字等があり、文例は見応えがあります。さらに、

数字・記号・速記文字・点字まで多岐に渡り、１２００点に及ぶ手書きの図版は圧巻です。 

  文字の発展と伝播は、宗教・侵略・文化・商業など人間の生業に基づいており、書きや

すさだけでなく様々な要因があったのだと改めて認識させられます。その点、歴史好き

の方も興味を持たれるかもしれませんね。初めて見聞きする文字もその変遷を知ると親

近感が湧いてきます。 

 

 開 い て 納 得 ！ 

魅惑の辞書・事典・図鑑たち② 

『世界のおつまみ図鑑  

 世界のおつまみ全１００種と 

 おつまみをおいしく味わう 

 基礎知識』 
 

 マイナビ出版 2020 請求記号：596/セ 

 

  世界５６の国と地域のおつまみについて、特

徴・豆知識・合うお酒を掲載しています。海外旅

行が難しい今、現地で飲食した気分を味わうの

もいいですね。お酒に合うだけでなく、他の飲み

物にも合うように発展したなど、おつまみの歴

史を紹介しています。

レシピも載っているの

で、ご自身で作って食

欲の秋を満喫するの

も 良 さ そ う で す。ま

た、おつまみ缶なる缶

詰の特集もあるので、

アウトドアや防災時の

備蓄の参考にしてはい

かがでしょうか。 
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ご案内 10   12 
※予定は変更になる可能性があります。 

※感染症予防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） 

〈ちいさい子のためのおはなし会〉 
～赤ちゃん絵本の読み聞かせやわらべうた～ 
 
 

ちいさい子のためのおはなし会は日程が決まり次第、 

図書館ホームページ等でお知らせいたします。 

   月～        月  

■ 冬のおたのしみおはなし会 

  絵本の読み聞かせや昔話、手遊びなどのいつも

のプログラムに加え、パネルシアターなども楽しめ

る冬のスペシャルなおはなし会です。手作りのプロ

グラムカードを配布します。ぜひご参加ください！ 
 
 

▽日時 12月23日(木) 

      午後3時30分～4時15分 

▽会場 中央図書館３階 おはなしのへや 

▽対象 3歳～小学生 

▽定員 先着15名 

▽申込み 事前申込制。12月１日(水)より、午前 

       9時～午後7時に中央図書館へ電話 

       またはご来館(5階)にてお申込みくださ

 

■ 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、数

冊の本を紹介するブックトークを開催します。読

みたい本がきっと見つかります。当日は直接会

場へお越しください。（申込み不要） 
 

▽日時  

○10月10日（日）  

  テーマ「なんかようかい？～怪しいモノたちの世界～」 

○11月27日(土） 

  テーマ「牛乳、み～つけた！」 

○12月25日（土） 

  テーマ「あっ、ひらめいた！」 

  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4・5・6年生 

▽定員 当日先着15名 直接会場へ 

昨年度の手作りプログラム   

〈おはなしの森〉 
～絵本の読み聞かせや昔話の語り～ 
 

 

図書館ではコロナ対策を行い、工夫しながら、 

おはなしの森を実施しております。 
 

日程／ 

○中央図書館(第1・3木曜日) 

    10月 7日(木)・10月21日(木) 

  11月 4日(木)・11月18日(木) 

       12月 2日(木)・12月23日(木) 

  ※12/23は冬のおたのしみおはなし会です。 

 

○地区図書館 

紅葉丘図書館    

  10月 6日(水)・12月 1日(水)                

白糸台図書館        

  10月13日(水)・11月10日(水)・12月 8日(水) 

片町図書館         

  10月13日(水)・12月 8日(水) 

新町・是政図書館  

  10月20日(水)・12月15日(水) 

住吉図書館         

  10月27日(水)・12月22日(水) 

宮町・押立・西府図書館  

  11月 10日(水) 

武蔵台・四谷図書館  

  11月17日(水) 

学習センター図書館   

  11月24日(水) 

 
 

時間／  午後3時30分～3時50分  

対象／  3歳～小学生(保護者同伴可) 

申込み／  事前申込制。開催日の1週間前より、 

       実施館へ電話またはご来館にて 

       お申込みください。 
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★の催しは予約制です 

月    11 

 館内の検索機（OPAC）のご案内です。検索機は資料探しに欠かせま
せん。触ったことのない方でも大丈夫！マンツーマンで入力のコツな
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。 

 検索レスキューのお知らせ 

月     12 

月    10 

中 央 図 書 館 の 行 事 予 定  

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 

18日(土)  図書館ガイドツアー★ 

23日(木) 冬のおたのしみおはなし会★ 

25日(土)   小学生のためのブックトーク よむよむ探検隊 

      「あっ、ひらめいた！」 

【イベントについて】 

マスクの着用や検温、消毒にご協力ください。 

また、新型コロナウィルスに対する感染予防の観点から、

中止となる場合があります。最新の情報は図書館ホーム

ページ等でご確認ください。 

■休館のおしらせ 

13日(土) 本の病院 

27日(土)  小学生のためのブックトーク よむよむ探検隊 

      「牛乳、み～つけた！」 
 

27日(土) 簡単にできる手づくり本★            

10日(日)   小学生のためのブックトーク よむよむ探検隊 
     「なんかようかい？～怪しいモノたちの世界～」 

23日(土)   図書館ガイドツアー ★ 

31日(日) 朗読だから面白い！ 

                   ハロウィンにきくこわいお話★       

 地区図書館では年に１度、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、ご利用ください。 
 

▽日時 11月2日(火)～11月30日(火)の開館日 

   午前9時～午後5時(生涯学習センター図書館は  

   平日午後7時まで) 

▽場所 各地区図書館内 

※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い合わせください。 

※11月の臨時休館日をご確認ください。 

  
 

館名 
 

日程 

10月 

 

 

白糸台 

片町 
 
 

中央 

 

11月 
 

西府 15日(月)～17日(水) 

12月 

 

是政 

新町 
6日(月)～8日(水) 

  
 

館名 
 

日程 
 

12月 
 

片町 
 

 

14日(火)～20日(月) 

▽蔵書点検のため、次の日程で休館します。 

▽電気工事のため、次の日程で休館します。 

※ブックポストも閉鎖します。 

■ご利用ください！ 

  地区図書館の図書リサイクル 

「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、通常

の活字による読書が苦手な子どもたちも一緒に

楽しめる本を集めました。読み書きに困難をかか

える子どもたちについての本や、学習支援に関す

る本もあわせて展示します。 
 

▽期間 10月23日（土）まで 

▽場所 中央図書館3階 特集棚 

「宇宙に生きる私たち 
          ～それを知るための大望遠鏡計画」 
 

 宇宙で最初の天体から太陽系が誕生、そして現在 

までの宇宙史など、大望遠鏡の登場で塗り替えられ 

てきた宇宙観について、お話しいただきます。 
 

▽日時 11月14日（日）午後2時～4時 

▽会場 ルミエール府中１階 第1・2会議室 

▽対象 中学生以上の方 

▽定員 先着25名（無料） 

▽講師 青木和光（あおき わこう）氏 

     （国立天文台准教授） 

▽申込み 10月11日（月）から受付開始 

       午前9時から午後7時までに、中央図書館 

       へ電話もしくは来館（5階） 

「認知症予防のための 

                     図書館活用術」 
 

 普段の図書館利用をひと工夫することで、知らず知

らずのうちに認知症を予防する方法とは？ 

 リハビリテーション医療・技術指導に携わってこられ

た理学療法士を講師にお迎えし、図書館を活用した

認知症予防の方法について分かりやすくお話しいただ

きます。 
 

▽日時 10月30日（土）午後2時～4時 

▽会場 ルミエール府中2階 講習会議室 

▽対象 一般 

▽定員 先着20名（無料） 

▽講師 結城俊也（ゆうき としや）氏 

     (専門理学療法士) 

▽申込み 午前9時から午後7時までに、中央図書館 

       へ電話もしくは来館（5階） 

 【展示中】  【申込受付中】 

4日(月)～6日(水) 

18日(月)～20日(水) 


