
学校の授業や部活、お友だちとの交流も含め、子どもたちのイ

ンターネット利用の機会が急激に増えています。ネットツールの

便利さだけでなくリスクについても、子どもと一緒に考えてみま

せんか。 

なお、公開初日には感染症対策を講じたうえ、同じ動画を会場で

放映いたします。以下の概要をご確認のうえ、お申込みください。 
 

 

＜ オ ン ラ イ ン 配 信 ＞ 
 

▽配信期間 

 ２月１１日（金・祝）から３月３０日（水）午後５時 

 ※府中市公式YouTubeチャンネルでの配信となります（申込者限定）。 

▽申込み 

 １月１１日（火）まで 

 東京共同電子申請・届出サービスを利用したイン 

 ターネット申込み 

 ※図書館ホームページまたは右の二次元コード 

      から申込みページへお進みください。 

▽定員 なし 

▽費用 無料（通信料は申込者負担） 
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＜ 会 場 視 聴 ＞ 
 

▽上映日時 

 ２月１１日（金・祝）  

 一部：午後２時～３時／二部：午後３時～４時 

▽会場 

 ルミエール府中１階 第１・２会議室 

▽申込み 

 午前９時から午後７時に、中央図書館へ電話 

または来館（５階） 

▽定員 

 一部・二部各回先着20人（事前申込制） 

 新年あけましておめでとうございます。 

  本市の公共施設として初めてのPFI（※注１）方式を導入

し、平成１９年に開館したルミエール府中市民会館・中央

図書館は、本年１５周年を迎えます。施設をご利用いただいている

すべての皆様に、心より感謝申しあげます。 

中央図書館は、市とPFI事業者が業務を分担する形式で運営しており、

本年９月末で現在のPFI事業契約が終了します。次期PFI事業を始動す

るため、昨年は事業者を選定し、このたび令和１９年までの１５年間に渡る新た

なPFI事業契約について市議会において可決されました。 

１５年目を迎えるに当たり、ルミエール府中全体の修繕工事や図書館情報

システムの入替等を行うため、中央図書館は本年１０月１日（土）から約５か月

（地区図書館は一部期間）休館させていただきます。休館期間中の対応に

ついては、後日、改めてお知らせいたしますが、令和５年３月１日（水）のリ

ニューアルオープンに向けて、館内の安全性・利便性向上のためのハード面

の整備に加え、新サービスの提供やイベント開催などのソフト面の準備を進

めてまいります。ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどお願い

いたします。 

昨年、中央図書館は開館６０年を迎え、各種記念イベントを開催し市民の

皆様とともに新たな歴史を刻むことが出来ました。これまで１５年間のPFI運営

で培ったノウハウを活かし、新たなPFI運営においても市と事業者が連携して、

今後も身近で利用しやすい図書館として、皆様に活用いただけるよう職員

一丸となって努めてまいりますので、本年もよろしくお願いいたします。 

 

ごあいさつ 

図書館オンライン講演会 

「今こそ子どもと考えよう！ 

        インターネットのこわさと正しい使い方」 

（※注１）ＰＦＩとは、民間の資金と経営能力・技術力を

活用し、公共施設等の設計・建設・改修・更新

や維持管理・運営を行う公共事業の手法。 

医療創生大学心理学部教授  

福島県警察サイバー犯罪対策アドバイザー 

【テーマ】 第一部 「ネットトラブルってどんなもの？」 

      （小学校４年生以上向け）約４０分 

       第二部 「親が考える子どものネットリテラシー」 

      （保護者向け）約６０分 
 

【講師】   中尾 剛 氏 

府中市立図書館長           
平野 妙子   
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みなさまに、ぜひおすすめしたい辞書・事典などを紹介するコーナーです。 

今回ご紹介するのは、この２冊です！ 
 

 

『リアルサイズ古生物図鑑 古生代編』  
 

土屋健/著 技術評論社 2018 請求記号：457/ツ 

 

  図鑑では見たことの

ある恐竜たち。テレビや

映画などを通してなん

となくの大きさは分か

るけれど、実際の大きさ

はいまひとつはっきりし

ない…そんなモヤモヤを

解決してくれるのがこの

１冊！日常生活の中の１コマに違和感なく溶け込んで、その

大きさがリアルに感じられます。人間とサッカーをするヘル

レラサウルス、クレーン車と並ぶカマラサウルス。この他に

も恐竜たちがおでんの中に紛れ込んだり、横断歩道を渡っ

てみたりとページをめくるたびに新鮮な驚きと出会えま

す。シリーズは古生代のほかにも中生代、新生代とあるので

生き物の大きさの進化もぜひ見くらべてみてください！ 

 

 魅惑の辞書・事典・図鑑たち③ 開いて納得！ 

『イラストで見る 

 昭和の消えた仕事図鑑』 
 

  澤宮優/文 原書房 平野恵理子/画 

 2016 請求記号：384/サ 
 

 皆さんは「活動弁士」という職業をご存知ですか？

大正から昭和初期にかけて、無声映画に合わせて登場

人物のセリフなどを語ることを仕事とした人のことで

す。しかし、現在のトーキー映

画（発声映画）の登場によりそ

の役割を奪われ、次第に廃れ

ていきました。この本では、そ

うした時代の移り変わりとと

もに次第に消えた職業や、昭

和を象徴する職業などが１１５

種紹介されています。当時の

人々の暮らしや世情を知るこ

とができる一冊です。  

  

小学５年生から高校生より応募いただいた 

「ＦＣ東京の選手が挙げたお題から連想する本」の総数は１１３点。 

その中から各選手が選んだ本を発表します。 
ＦＣ東京イベント報告 

はやし あきひろ 

■林 彰洋選手■ 
  

＜お題＞ 

「体のためになる本」  
 

＜選んだ本＞ 

『調べよう！実行しよう！よいすいみん！ 

１すいみんのひみつをさぐろう』 

神山潤／監修 岩崎書店  
 

＜選んだ理由＞ 

 食事に関してみんなが連想すると

思いますが、睡眠も生きる上で必要

不可欠で、アスリートにとっても非常

に大事なことです。自分自身も睡眠

について知識を得ているところで、

良い睡眠がとれた時は良いパフォー

マンスを発揮できているので、良い

睡眠についてもっと知りたいと思

い、選ばせてもらいました。  

なかむら   ほ た か 

■中村 帆高選手■ 

＜お題＞ 

「自分に自信や勇気を与えてくれそうな本」  
 

＜選んだ本＞ 

『十五少年漂流記』 

ジュール・ガブリエル・ヴェルヌ／著  
 

＜選んだ理由＞ 

 今の自分の境遇に一番近いと思っ

たから。生きていれば、たくさんの困

難にぶつかるけど、その困難にぶつ

かった時の為になりそうだから読んでみ

たい。 

それぞれの本を応募いただいた方の「お

すすめコメント」は、各地区図書館または

図書館ホームページ＞図書館からの報告

＞図書館イベント開催報告に掲載してい

ますので、ぜひご覧ください。 

おおもり     り   お 

■大森 理生選手■  
 

＜お題＞ 

「新しい発見がありそうな本（考え方 

 など）」 
 

＜選んだ本＞ 

『100円からできる国際協力』（1～6） 

汐文社  
 

＜選んだ理由＞ 

 ちょうどチームの若手選手の勉強

会で社会のための活動について考え

たので、誰でも手軽に参加できる募

金はとても有効で大切だと感じたから

です。また、ただ募金するだけでなく、

そのお金がどのように使われているの

かを知ることで他の国際協力への関

心も高まり、より積極的になれるという

ことも良い部分だと感じました。 
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ご案内 

1    3    月～     月  

 お正月のわくわく企画！児童書のおたのしみ福

袋をご用意しました。どんな本が入っているかは、

借りてからのおたのしみ！年の初めに、みなさんが

良い本と出会えますように☆ 
 

▽日 時 １月４日（火）～１月１６日（日） 

       各館の開館時間中 
              (中央・生涯学習センター図書館は5日（水）から） 

▽会 場 市内各図書館 

▽対 象 ０歳～小学生 

▽内 容 図書館職員おすすめの本を袋詰めして 

        います。ご希望の袋を選び、カウンター 

             で貸出し手続きをしてください。 

       （数量限定） 

図書館では感染症対策を行いながら、 

おはなしの会を実施しております。 
・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） 

・予定は変更になる場合があります。 

 子ども向けに、府中についてわかりやすく説明した冊

子『こども府中はかせ』を作成しています。各館で配布

しているほか、図書館ホームページの「ふちゅうしりつと

しょかん こどものページ」から見ることもできます。府

中に関する地理や歴史、行事などを平易な文章で書

いてあるため、大人の方にも好

評です。 

 このたび、二次元コードを作成

しました。お手持ちのスマート

フォンなどから読み取って、『こ

ども府中はかせ』をお楽しみくだ

さい。 

『こども府中はかせ』の二次元コードができました！ 

 図書館ホームページで簡単に読めます! 

 

児童書おたのしみ福袋 

〈ちいさい子のためのおはなし会〉 
 
 

日程／ 
○中央図書館 
 1月～3月の第2・4木曜日  
 

○地区図書館 

   地区図書館「おはなしの森」と同日 

    

時間／  午前10時半～11時 

対象／  1・2歳児と保護者 

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。 

               （休館日等により、受付開始日が前後する 

      場合があります。詳しくは各館へお問い 

      合わせください） 

▲昨年実施した時の様子 

〈おはなしの森〉 
 
 

日程／ 

○中央図書館 
 ①1月～3月の毎週木曜日  

 ②1月 8日(土)・2月 5日(土)・3月 5日(土)※ 
  

○地区図書館 

紅葉丘・押立・宮町図書館    

  1月 5日(水)・2月 2日(水)※・3月 2日(水)               

白糸台・西府・片町図書館 

  1月12日(水)・2月 9日(水)・3月 9日(水) 

武蔵台・新町・是政・四谷図書館         

  1月19日(水)・2月16日(水)・3月16日(水) 

住吉図書館  

  1月26日(水)・2月16日(水)・3月23日(水) 

生涯学習センター図書館   

  1月26日(水)・2月 9日(水)・3月23日(水) 

 

時間／  午後3時半～4時 

       ※中央図書館②は午前11時～11時半 

    ※紅葉丘図書館の2月 2日は紅葉丘文化センター 

     「節分のつどい」にて午後2時半から行います。 

                   参加には、同センターへのお申込みが必要です。 

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。     
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★の催しは予約制です 

月    2 

 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     3 

月    1 

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 

30日(水)    図書館員体験ツアー ★ 

■全館休館のお知らせ② 

  5日(水) ～16日(日)  

                 児童書のおたのしみ福袋（数量限定） 

22日(土)   小学生のためのブックトーク よむよむ探検隊 

11日(金)～3月30日(水) 

                   図書館オンライン講演会 

                 「今こそ子どもと考えよう！インターネットの    

                   こわさと正しい使い方」配信 ★ 
20日(日)   図書館ガイドツアー ★ 

26日(土)   かぶらぎみなこさんと描こう！ 
                   図書館イラストガイド★ 

27日(日) バリアフリー上映会（新規募集なし）         

▽全館の臨時休館について 

１月３１日（月）は図書館システム停止のため、

図書館は市内全館で休館となります。ホーム

ページにもアクセスできません。ご了承ください。 
 

※２月２８日（月）はルシーニュ休館のため、市

政情報センターの取次はありません。 

■休館のお知らせ① 
 

▽蔵書点検のため、次の日程で休館します。 

①図書館講演会 

「日本における新聞の誕生から 

 戦後の再出発まで」 
  

 令和３年１０月１０日（日）市民文化の日に、日刊新聞発

祥の地、横浜にあるニュースパーク（日本新聞博物館）よ

り、学芸員の平野新一郎先生、工藤路江先生をお招きし

ました。ニュースパークの特色や、情報とメディアに注目し

た企画展のご説明をいただき、常設展示「新聞のあゆみ」

に沿って、日本では新聞がどのような形で誕生し発展して

いったかを、貴重な所蔵資料のスライドとともにお話いただ

きました。「歴史と新聞の関連づけが勉強になった」

「ニュースパークにうかがいたい」といった参加者からのお

声もいただき、新聞に関心をもつきっかけとなりました。 

 図書館では新聞の復刻版（明治２１年～）やデータベー

スを閲覧することができます。歴史を知る一つの媒体とし

て、是非ご活用ください。 

②図書館講演会 

「認知症予防のための図書館活用術」 
 

令和３年１０月３０日（土）に、医療福祉学博士の結城

俊也先生をお招きし、図書館という場を活用しながら認知

症を予防する方法をテーマに開催しました。 

読書や朗読、図書館イベントへの参加が認知症へのリ

スクを低減させることを分かりやすく解説していただきまし

た。また、簡単な運動や漢字クイズなどもあり、終始楽しく

認知症について学ぶことができました。参加されたみなさ

まからも、「早速実践したい」「この機会に本を読むようにし

たい」などの声をいただきました。図書館の新たな活用方

法を発見することができ、実りある講演会になりました。 
     

  館名 
        

        日程 
  

 1月 
   

  住吉 
  

 17日(月)～19日(水) 

  

 3月 

  

 武蔵台 

 紅葉丘 

    

   7日(月)～ 9日(水) 

③科学あそび 

「高分子化合物ってなんだ？ 

 ～ふくらむスライムとスーパーボール 
 をつくろう～」 
 

 令和３年１１月１３日（土）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。 

 高分子化合物の仕組みを学びながら、スライム

を作ってストロー

で膨らませたり、

材料を入れた瓶

を振ってスーパー

ボールを作った

り、驚 きと楽 し さ

と発見がいっぱい

つまった実験に

なりました 。 

洗
濯
の
り
と
ホ
ウ
砂
液
を
混
ぜ
て
作
っ
た
ス
ラ
イ
ム 

図書館講演会開催報告  

＊①②の講演会は開催後に、収録動画のオンライン配信を実施し、  

  より多くの方にお楽しみいただくことができました。 


