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だより 

第      号 61 

図書館 
だより 
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だより 

府中市 

令和4年4月1日号 

発行 府中市立図書館 

 「マイ図書館」は青い図書館カードをお持ちの方（市内在住・在学・在勤）がご利用いただけるイ

ンターネットサービスです。 

 図書館ＨＰからパスワードを取得後、「利用者メニューログイン」をして 

いただくと、貸出・予約状況の確認のほか、「マイ図書館」の様々な機能 

が使えます。おすすめの機能をいくつかご紹介します。 

 

 

 

 

図書館カレンダー 
 

自分がよく利用する館に

設定でき、休館日が確認

できます。 

返却確認メール通知設定 
 

通知を設定しておくと、

返却期限のお知らせメー

ルが届き、返却忘れを防

ぎます。 

新着図書お知らせ 
メールサービス 
 

関心のある「著者」
や「キーワード」など
を登録すると、その
条件を満たす新着
資料が入った時に
お知らせメールが
届きます。 

マイ本棚 
 

自分の好きなテーマのリス
トを最大10まで作成でき
ます。ご自分の読書記録や
読みたい本の溜め込みに
使ってみてください。 

ご存知ですか？ 
 マイ図書館の様々な機能 

 令和５年２月１日(水)から令和５年２月２８日(火)まで 
 

 図書館情報システムの更新によりシステムを停止するため、図書館ホー

ムページ・市政情報センターの図書取次を含め、市立図書館全館を休館し

サービスを休止します。 

中央図書館は長期休館します。 
 令和４年１０月１日(土)から令和５年２月２８日(火)まで 
 

 ルミエール府中の改修工事等のため、長期休館します。 

この間施設への立ち入りもできません。 

なお、地区図書館や市政情報センターの図書取次は令和5年1月31日

（火）までは通常開館します。 

休館中の取扱い等の詳細は、次号でお知らせします。 

全館休館します。 
府中市立図書館は 

ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力のほどお願いします。 
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おすすめの辞書・辞典など紹介するシリーズは、今号が最終回です。 

今回は、こちらの３冊をご紹介します！ 
 

 

『江戸東京草花図鑑』 
 

岩槻 秀明/著 エクスナレッジ 2021  

請求記号：470/イ  

 

 東京の街中で見られる

植物について、名前の由

来や人々との関わりなど

いろいろな情報を知るこ

とができる一冊です。徳

川家康の重臣・酒井重忠

の家紋のモチーフとなっ

た「カタバミ」、乾燥させて

塩と混ぜ歯磨き粉の代わ

りにした「ミドリバコ」、古

来から紫色の染料として

重宝された「ムラサキ」は庶民には手の届かない憧れ

の色でした。江戸時代に品川で発見された「シナガワ

ハギ」や2012年に新種として発表された「ハチオウジ

アザミ」など、東京にゆかりのある地名が入れられて

いる植物も少なくありません。府中の浅間山にだけ咲

く「ムサシノキスゲ」についても掲載されています。  

 

 

『モノのはじまりを知る事典 生活用品と暮らしの歴史』 
 

木村茂光・安田常雄・白川部達夫・宮瀧交二/著 

吉川弘文館 2019 請求記号：382/モ 

 

 私たちはたくさんの形のあるモノ、形のないモノに囲まれて生活しています。身の回

りにある「モノ」がどのように生まれたのか、この本ではその「はじまり」に焦点をあてて

名前の由来や発明者などを解説しています。日本の「カレーライス」は、明治期にイギリ

ス製のカレー粉を使ったものがはじまりでした。その後、国産のカレー粉が発売され、

一気に市民の食生活に定着していったそうです。モノの登場によって変化する社会情

勢の説明や、当時の図版も豊富に掲載されています。現在の私たちの生活を形作って

いるモノに関心をもつきっかけになる一冊です。 

 

 開 い て 納 得 ！ 

魅惑の辞書・事典・図鑑たち④ 

 

 

『世界ことわざ比較辞典』  
 

日本ことわざ文化学会/編  

時田 昌瑞・山口政信/監修 岩波書店 2020  

請求記号：388/セ 

 

あのことわざは外国ではどのような表現になって

いるのだろうかと気になったことはありませんか？

他の国ではどのような言い回しになっているのか、

世界各地25の言語・地域からことわざを集め比較し

ています。「月と鼈(すっぽん)」が中国やモンゴルでは

「天地の差」、インドネシ

アでは「ドリアンとキュ

ウリ」、ラテン語では「鷲

とフクロウを比較する」

など、国が違うとこんな

にも表現が変わるのか

と、驚きと面白さの連

続です。文化の違いや

民族の習慣などを垣間

見ることができるとて

もユニークな一冊です。   
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ご案内 

4    6    月～     月  

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。 
 図書館ホームページ等でご確認ください。 

■絵本だいすきおはなしキャラバン 
 

▽日程・会場 

○４月 ５日(火) 男女共同参画センター「フチュール」 

○４月  ８日(金) 府中市美術館 

○４月１１日(月)  子ども家庭支援センタ-「たっち」 

○４月１５日(金) 紅葉丘文化センター 

○４月２５日(月) 郷土の森総合体育館 

〇５月１８日(水)  中央保育所(園庭開催のため雨天中止) 

▽時間   午前１０時半～１０時４５分 

            （中央保育所のみ午前１１時～１１時１５分） 

▽対象    １・２歳児と保護者 

▽定員    各回１０名 

▽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。 

         中央図書館で電話または来館にて 

               受付中です。 

■読書キャンペーン 
 

「たびたびよんで本のたび～アニマルあつまる！！～」 
▽日程 ４月９日(土)から５月１５日(日)まで 

▽場所 中央・各地区図書館 

▽内容 「どうぶつ」に関する本の展示と貸出 

※期間中、「本の世界を旅するパスポート」を中央・各地区 

   図書館（中央図書館は午後６時まで）で配布しています。   

   テーマの本を１冊借りるごとに、パスポートに貼る「どうぶつ」  

   シールを１枚プレゼント！１２枚シールを集めると、さらに 

   ごほうびシールを差しあげます。 

■おはなしいっぱいの会 
 

▽日時    ４月２３日(土)午後１時半～２時１５分 

▽会場    中央図書館 

▽対象    ３歳以上の方 

▽定員    先着１５名 

▽内容    絵本の読み聞かせ、ストーリーテリング 

         （おはなしの語り）ほか 

▽語り手  おはなしボランティア  

              「おはなしのたね」のみなさん ほか 

▽申込み 事前申込制。  

        中央図書館で電話または 

              来館にて受付中です。 

 ４月２３日（土）は、「子ども読書の日」です。 

 子どもにとって読書は、感性を磨き、表現力や創造力を豊かに

するなど、生きる力を身に付けていくうえでとても大切なものです。 

 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、次のとおりキャンペーンを行います。 

 問合せは、中央図書館（３６２・８６４７）へ 

４月２３日 子ども読書の日 

〈おはなしの森〉 
 

日程／ 

○中央図書館 
 ①4月～6月の毎週木曜日  
  （5月5日(木)は祝日のため、おはなし会はありません） 

 ②4月～6月の毎月第1土曜日※ 

  4月 2日(土)・5月 7日(土)・6月 4日(土) 
  

○地区図書館 

紅葉丘・押立・宮町図書館    

  4月 6日(水)・5月 11日(水)・6月 1日(水)               

白糸台・西府・片町図書館 

  4月13日(水)・5月 11日(水)・6月 8日(水) 

武蔵台・新町・是政・四谷図書館         

  4月20日(水)・5月18日(水)・6月15日(水) 

住吉・生涯学習センター図書館   

  4月27日(水)・5月25日(水)・6月22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 

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。     

〈ちいさい子のためのおはなし会〉 
 

日程／ 
○中央図書館 
 4月～6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） 



4――――

★の催しは予約制です 

月    5 

 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     6 

月    4 

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 ★ 

   6日(水) ～5月15日(日)  
                 POPを作ろう！（館内展示） 
 

  9日(土) ～5月15日(日)  
       読書キャンペーン 

       「たびたびよんで本のたび～アニマルあつまる!!～」 
 

16日(土) 図書館ガイドツアー★ 
 

23日(土)   おはなしいっぱいの会★ 

28日(土)   本の病院★   

オンライン講演会開催報告 

「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」 
 

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） 

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） 
 

 ２～３月は、子どもたちが進級や進学を控え、初めてスマートフォンを持ち

始めることが多い時期です。これに合わせて図書館では、医療創生大学教

授で福島県警察サイバー犯罪対策アドバイザーも務められている中尾剛先

生を講師にお招きして、親子で学べるネットリテラシー講座をオンラインで開

催しました。 

 府中市公式YouTubeチャンネルでの限定配信で、いつでもお好きな時間

に視聴することができたため、ご家庭からだけでなく学校のクラス単位での視

聴など、多くの方にご参加いただきました。 

レファレンス講座開催報告 

「宇宙に生きる私たち～それを知るための大望遠鏡計画」 
 

令和３年１１月１４日（日）に国立天文台准教授の青木和光先生をお招きし、レファレンス講座

「宇宙に生きる私たち～それを知るための大望遠鏡計画」を開催しました。 

講師の青木先生から「宇宙のひろがりと物質世界」、「宇宙をどうやって調べるか？」、「地球のよ

うな惑星、生命は存在するか？」、「新たな宇宙を切り開く大望遠鏡」の４つのテーマに分けてお話

しいただきました。今後開発が進んでいく次世代望遠鏡ＴＭＴ（Thirty Meter 

Telescope、３０メートル望遠鏡）計画に青木先生も携わられており、この望

遠鏡により可能となる高解像度観測などの研究や計画についての貴重なお

話も伺いました。参加された皆さんは難しいテーマにも熱心に耳を傾け、活

発に質問もされており、「わかりやすく、面白かった」、「新しい知識が得られ

有意義だった」などの声がきかれました。 

図書館では、講座内で紹介した「おすすめ本」（ホームページにリスト掲

載）のほかにも、参考図書（事典、図鑑など）の関連書籍も所蔵していますの

で、ぜひご活用ください。 

 

■休館のお知らせ 
 

▽蔵書点検のため、次の日程で休館します。 

  
 

館名 
2 

 

日程 

  

 

 6月 

 

押立 

四谷 

 

   6日(月) ～8日(水) 

 

宮町 
 

13日(月)～15日(水) 
 

生涯学習 
 

15日(水)～17日(金) 
 

中央 
 

20日(月)～22日(水) 

 

 

中尾 剛 先生 

青木 和光 先生 


