
！ 

「 

国立国会図書館発行の

メールマガジンに、「揺れる英

国の図書館界、拡大する支

援活動」という、おおよそ次のような記事が載っていました。 

全国的な財政カットの影響により、２０１１年度に公共

図書館の予算が大幅に減額される予定であることから、

英国全土で４００館以上が閉館あるいは規模縮小を余儀

なくされる状況にある。今年春に図書館閉館予告が告げ

られた人口６，０００人の小さな町ストーニー・ストラット

フォードでは、２０１１年１月１２日から１５日にかけて、住民

が閉館への抗議の意思を示すために、蔵書を全部借り出

すという活動を行なった。ソーシャル・ネットワーク・サービ

スのFacebookを使って呼びかけられたこの運動では、住

民が協力して、１人あたり貸出上限の１５冊を借りること

で、約１６，０００冊が収まっていた全ての書架を空にした。 

他にTwitterを使って図書館応援キャンペーンを行った

事例なども紹介されていますが、私はこの記事を読んで、

以前読んだ小説『蔵書まるご

と消失事件 移動図書館貸

出記録１』（イアン・サンソム著 

創元推理文庫小説）を思い出しました。舞台は、北アイル

ランドの田舎町。図書館閉鎖が発端となった移動図書館

の蔵書１５，０００冊消失のドタバタ劇を思い出したのです。 

 今回のストーニー・ストラットフォードで現実に起こった事

件が、この小説に触発されたものなのか、あるいは全く関

係ないものなのか、私にはわかりません。わかることは、た

だ、英国の図書館利用者が図書館を愛していること、そ

れも、かなりしたたかに愛していることです。 

 日本でも財政は英国同様に大変厳しい状況ですが、府

中市立図書館はこれまで仮設カウンターで運営してきた

宮町図書館を、今年４月１日に正式開館させることになり

ました。旧中央図書館の建物に新たに設置される「ふるさ

と府中歴史館」の２階です。小さな図書館ですが、英国の

図書館同様、市民の皆様に愛される図書館に育てたいと

思っています。 
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図書館だより 府中市 

府中市立図書館長 桜田 利彦 

[宮町図書館] 

開館時間：午前９時から午後５時 

休館日  ：月曜日 休日（祝日・振替休日）に当たる  

              場合は直後の平日、５月３日～５月５日、 

              １２月２９日～１月３日 

ブックポスト：西側（市役所側）入口近くのみ 

 

市役所 宮町図書館配架図 

宮町図書館 が 

「 

開館します 

  

柱 柱

 

柱 柱

柱
柱

　

柱

児　　　童　　　書

一　　　般　　　書

雑　誌

新　聞

カウンター

入口

お待たせしました！ 

宮町図書館 

リニューアルオープン 

 

大国魂神社境内の旧中央図書館の建物

を再利用して、武蔵国府関連の展示や国府

資料室、公文書の保存・公開を行う「ふるさと府中歴史館」が４月１日に

開館します。その２階西側に宮町図書館が改装されて同時に開館しま

す。 

 蔵書数約３万冊の地区図書館ですが、図書館資料の閲覧・貸出・返

却・予約や利用登録を行い、毎月おはなし会（ちいさい子のためのおはな

し会と、おはなしの森）を開催します。 

 利用者のみなさまに大変ご不便をおかけしましたが、ゲーム感覚で楽し

く府中の歴史を学べるふるさと府中歴史館も加わって、魅力度アップの

宮町図書館にぜひおいでください。 
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今回は館内ＯＰＡＣを利用してＣＤを 

探してみましょう。 

 

 

 詩歌ですかとお尋ねしたところ、50年ほど前に、女

学生達が歌っていた曲で、先日ラジオで聴いて懐かし

くなり、この曲のことを調べたくなったとのことで

す。印象に残っている歌詞が何かありますかとお聞き

すると、「恋することは悲しきこと」とあったと思う

とのことです。 

「50年位前の女学生が歌うような曲で、キーワードに

「ならやま」「恋することは悲しきこと」という歌詞

がある。今回は作詞者と歌詞をお調べすればよいと見

当がつきました。さらに、この曲をＣＤで聴きたいと

のご希望でした。 

 

 ♪曲名・歌詞・作詩者を調べる 
 

 館内のＯＰＡＣの書名に「ならやま」と入力し検索しま

す。 

トップページに「平城山の歌ゆえに」とヒットしまし

た。詩歌の本です。 

副題に「北見志保子その人と文学」とあります。資料 

を出してみると1ページ目に楽譜があり、曲名「平城

山」作詞 北見志保子 作曲 平井康三郎となってい

ます。歌詞の始まりは 人恋うは悲しきも

のと平城山に・・・です。原典は愛唱名歌

集（昭和28年初版）となっています。お客

様のお探しの「ナラヤマノウタ」は「平城

山」に間違いありません。この本には、

志保子の他の作品、文学活動、

年譜等が載っておりますので、

ご相談の「作詞者の詳細」はこ

の本で解決できます。 

 
  

 ♪ＣＤを探す 
 

同様に館内ＯＰＡＣで書名に「平城山」と漢字で入力、

□ＣＤ・カセットの欄にチェックをして検索します。 

 

 

 

 

 

 

  

詳細情報をクリックすると 

トップページに 

①島田祐子 こころの歌 100曲集 が出てきたの

で、選択してみます。資料種別にＣＤとあります。 

 

 

 

 

 

 

 

②さらに詳細情報を選び、次へをクリックすると「平城 

 山（ならやま）」がでてきました。ＣＤで所蔵がある

と確認できました。 

 

 ♪図書館が所蔵していないＣＤを聴きたい 
 

 今回の相談者は特定の歌手の指定はありませんでし

たが、他の歌手や異なるオーケストラ等、図書館が所

蔵していないCDを聴きたい場合はどうしたらよいで

しょう。図書館では５月から、新しく音楽データベー

スを導入します。ナクソス・ミュージック・ライブラ

リーです。前出の曲を早速検索すると、日本の声楽作

品集の中に、大野一道さんの歌で「平城山」がありま

した。このデータベースはクラシックが主体ですが、一

度お試しください。 

 

4 
図 書 館 の 
調 べ も の 

昔聴いたことのある「ナラヤマノウタ」の歌詞と作

詞者を知りたい。 

ＣＤでも聴いてみたい。 

80代の男性からこのような相談を受けました。 

ここをクリック 

♪ 
♪ 

  図書館が所蔵していないＣＤを聴くことが出来ます 
  ～ナクソス・ミュージック・ライブラリーを活用できるようになりました～ 
 
 

2011年5月から音楽データベース「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」をご自宅で聴けるようになります。ク

ラシックを中心におよそ70万曲の音楽データを収録し、毎月新しい曲が登録されています。音質は、携帯型

デジタル音楽プレーヤで主に使用される「ＭＰ３」と同程度（データ形式はＡＡＣ＋、形式ビットレートは128ｋ

ｂｐｓ）です。インターネットに接続できるパソコンがあれば、自宅にいながらこれらの音楽データを24時間自

由に利用することが出来ます。 
 

[ご利用方法] 
●図書館に来館し、利用カードを提示、専用のパスワードを発行してもらいます。（相互利用カードの方は利用できません） 

●利用者は貸出票とパスワードをもらい、ご自宅のパソコンからナクソス・ミュージック・ライブラリーにアクセスします。専 

 用のＩＤ番号・パスワードを入力しログインし、希望の曲名を検索。希望の指揮者・オーケストラ・歌手のものを選んで聞 

 くことが出来ます。 

●パスワードの貸出期間は１週間です。その間アクセスが集中しない限りご自由に利用できます。 

※利用申し込みの手続きや、不明な点は図書館へお尋ねください。 



  

  おはなしの森 

  「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行っております。 
 

対象 ／３歳～小学生（保護者同伴可） 
 

●中央図書館 

日時／ 
①毎週木曜日 午後３時半～４時 

 ※５月５日を除く 

②4月2日、5月7日、6月4日（土曜） 

午前11時～11時半 
 

●地区図書館 

時間／午後３時半～４時   

日程／ 
四谷図書館 

  4月7日、5月12日、6月2日（木曜） 

押立図書館 

 4月6日、6月1日（水曜） 

 

3 

ご 案 内  

4  6 月～  月 

市 
内 図 書 館 め 

押立図書館 

ぐ り 

押立図書館は、府中市の東側、調布市

との境近くで、多摩川も近くにありま

す。室内は南側に面して明るい空間と

なっています。また府中市内では一番こ

ぢんまりとした図書館ですが、利用者の

方々には、ゆったりとした気持ちで親し

んでいただいています。 

 ディスプレイ棚では、季節ごとに楽し

かったり役立ったりする、お薦めの本を

ご紹介していますので、是非お立ち寄り

下さい。 

是政図書館 

  4月14日、5月12日、6月9日（木曜） 

白糸台・西府・新町図書館 

  4月13日、5月11日、6月8日（水曜） 

片町図書館 

  4月20日、5月18日、6月15日（水曜） 

武蔵台図書館 

  4月21日、5月19日、6月16日（木曜） 

住吉・紅葉丘・生涯学習センター図書館 

  4月27日、5月25日、6月22日（水曜） 

宮町図書館 

  4月6日、5月11日、6月1日（水曜） 
 

 

  ちいさい子のためのおはなし会 

  「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。 
 

対象 ／1・2歳児と保護者 
 

●中央図書館 

日時／4～6月の第2・4木曜日 午前10時半～11時 

その他／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／地区図書館「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6日、5月11日、6月1日（水曜） 

  （おはなしの森の日程と異なります） 

所在地 府中市押立５－４ 押立文化センター２階   

電話 ０４２－４８３－４１２２  

開館時間 午前９時～午後５時 

蔵書数 約１万２千冊 
面積 ４８㎡ 
※休館日は第１・３月曜日 休日（祝日・振替休日）にあたる場合は直後 
   の平日 祝日 年末年始（１２／２９～１／３）  特別整理日  

※計画停電の影響で図書館が 

 休館の時はおはなし会は中止します 
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中 央 図 書 館 の 行 事 予 定 ●催しは予約制です。 

お
問
合
せ 

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  
http://library.city.fuchu.tokyo.jp 

4 月 5 月 6 月 

23日(土) 自分でさがせる 

     OPACの使い方教室 

27日(水) 図書館ガイドツアー 

 

      

 

21日(土) かんたんにできる 

     手づくり本 

23日(土) 自分でさがせる 

     OPACの使い方教室 

27日(水) 図書館ガイドツアー 

18日(土) 自分でさがせる 

     OPACの使い方教室 

25日(土) ビジネス支援講演会 

     「その日本語 相手を 

     丌快にします」 

29日(水) 図書館ガイドツアー 

春 のイベント紹介 

  

かんたんにできる手づくり本 
～麻糸で綴じるアルバム帳 
 

 

 

 

 
 

 
 

■東北地方太平洋沖地震 

  の時図書館は・・・ 
 

  

謹んで震災のお見舞いを申し

上げます。府中市立図書館で

は幸い負傷をなさった方はい

らっしゃいませんでした。書架

もびくともしませんでしたが、

本やCD

などがかなりの数、落下して

しまいました。すぐに棚にも

どして、翌日から開館するこ

とができました。 

 

そ の
2 お 知 ら せ 

 
  

読み終えて不用になった『1Q84』をご

寄贈いただけないでしょうか。『4月－6

月』は21冊所蔵していますが、まだ541人の

方が順番待ちなさっています。 

 

 

お 願 い 

 

■子ども読書の日 読書キャンペーン 

          「たびたびよんで本のたび 

       ～どうぶついっぱい」 
 

  

  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、 全館で子ども読書の日の

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（草原の描かれた手作りカード）を

配布し、リストアップされた本を１さつ読むごとに、「どう

ぶつ」シール（全１２種類）をプレゼントします。 

・開催期間 ４月１１日(月）～５月1５日（日） 

・場所 中央図書館・各地区図書館 

・内容 「どうぶつ」をテーマに集めた 

     本の展示と貸出し  

日時／平成23年５月21日（土） 

   午後２時～４時（開場 午後1時半） 

会場／ルミエール府中 ２階 講習会議室 

参加費／500円 

対象／一般（小学4年生以上）   

定員／30名（事前申し込み優先 先着順） 

申込方法／5月11日から中央図書館に電話 

   または５階で受付 

その
１ お 知 ら せ 

初めて製本づくりをされる方も、   

アルバムやスクラップブックを 

 ペーパークラフト感覚で 

 楽しく作れる、 

   自家製本の 

     体験イベントです。 

      

 

5月は手づくり本の体験イベント。 

6月はビジネス支援イベントとして、 

ビジネスに使える日本語や 

社会人として知っておきたい 

日本語の使い方の講演会を企画しています。 

  ぜひご参加ください。 


