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■今年もぜひ！ 

地区図書館の雑誌リサイクル 
 

 保存年限を過ぎた雑誌を、市民のみなさま 

にご提供します。 
 

▽ 日時 7月2日（日） 午後1時から4時 

※ 4日（火）から16日（日）は、初日の残りの資料 

   を各館内でご提供し、なくなり次第終了です。 

▽ 会場 各地区図書館にお問い合わせくだ 

   さい。 

▽ 持ち帰り冊数 おひとり12冊まで。 

   手さげ袋をご用意ください。 

※ 初日混雑時は、先着順に  

   時間を区切って入替制 

   とします。 

■休館のお知らせ 
 

▽蔵書点検のため、次の日程で休館します。 

科学あそび 

海の牧草と言われ、他の魚や人間に食べられているイワシを使う実験です。

カタクチイワシの煮干しから、脳、心臓、肝臓、水晶体、背骨等を取りだして

動物であるヒトと比べます。その後、ちりめんじゃこと一緒に水揚げされた無

選別の物から、カニやエビの幼生や、魚の赤ちゃんを探し出して台紙に貼り、

日本の海が生物多様性のスポットと言われることに触れていきます。自分だけ

のチリメンモンスターを探してみませんか。 

 

 

昨年の参加者に宇宙について 

わかりやすく説明してくださった坂口氏 

日時     7月22日（土）午後2時から4時 

講師     あべ弘士氏（絵本作家・元北海道 

       旭山動物園飼育係） 

場所   ルミエール府中 1階 

      コンベンションホール飛鳥 

対象   小学生以上 先着150人（事前申込制） 

持ち物  鉛筆・消しゴム 

申込み  7月1日（土）から受付開始 

     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） 

 館名 日程 

9月 押立 4日（月）～5日（火） 

9月 四谷 4日（月）～6日（水） 

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 

         OPAC検索案内のお知らせ 
 

 

 館内の検索機（OPAC）のご案内です。触ったことのな

い方でも大丈夫！マンツーマンで行います。 

 検索機は資料探しに欠かせません。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。 

   9 月 

月    7 

月    8 

22日(土)  図書館講演会 

     「地球はどうぶつでいっぱい 

       ～あべ弘士さんと動物の絵を描こう～」  

26日(水) 図書館探検隊 

29日(土) よむよむ探検隊「本からきこえる音と声」  

30日(日) 図書館員体験ツアー 

  2日(土) レファレンス講座 

     「おかえりなさい、隊長！！ 

      いま南極はどうなっていますか？ 

       ～観測隊長が見た南極の世界～」 

17日(日)    図書館ガイドツアー 

23日(土)    バリアフリー映画会 

  3日(木) 夏のおたのしみおはなし会 

  5日(土)    朗読だから面白い！真夏の怪談話 

10日(木) 科学あそび 

                「煮干しの解剖とチリメンモンスターを 

      さがせ！～生物多様性ってなあに～」 

20日(日) 図書館員体験ツアー 

23日(水) 図書館探検隊 

10 
新中央図書館 

１０！ 

周年！ 周年！ 

日時   8月10日（木）午後2時から4時 

講師   坂口美佳子氏（科学読物研究会会員） 

場所   ルミエール府中1階第1・第2会議室 

対象   小学生 先着40人（事前申込制） 

申込み 7月11日（火）から受付開始  

      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） 

 

今年はルミエール府中に新中央図書館がオープンして10周年。これを 

 記念して、図書館では様々なイベントの開催を予定しています。 

    ７～９月は夏休みならではの企画も盛りだくさん！ 

         どうぞお誘い合わせてご参加ください。 

『あらしのよるに』などで知ら

れる人気絵本作家あべ弘士さん

は、国内でも有数の入園者数を誇

る北海道の旭山動物園で1972年

から25年間、飼育係として勤務さ

れていました。講演会では飼育係

しか知らないような動物たちの生

活について、たくさんお話を聞き

ながら、動物の絵の描き方も習い

ます。参加される人は、必ず鉛筆

を一人一本、ご持参くださいね。 

＊市政情報センター（図書取次）でできること＊ 

 府中駅南口の再開発ビル「ル・シーニュ」の5階に開設される市政情報センターの窓口で、8月から予約した 

図書館資料（視聴覚資料除く、市内所蔵図書のみ）の受取と返却ができるようになります。 

・資料の受取の際は、予約されている方の「図書館利用 

  カード」を必ずお持ちください。カードのない方はご利用 

  いただけません。 

・受け取った本を当日中にご返却の場合は、必ず市政情 

  報センターにお返しください。 

・（インターネット登録をされている方へ）本の配送の都合 

  上、インターネット上の表示より本のご用意が一日程度 

 遅れる場合がありますので、 

 あらかじめご了承ください。 

 

 ▽問合せ 

中央図書館（午前9時～午後7時） 

オープン オープン 

新中央図書館 

  府中市立図書館所蔵の図書の受取 

            （視聴覚資料不可） 

  府中市立図書館所蔵の図書の返却 

            （視聴覚資料不可） 

▽利用開始日 

平成29年8月1日（火） 午前9時 

▽利用時間 

＜図書の受取・返却＞ 

平日     午前8時半から午後7時半 

土日祝日  午前8時半から午後6時 

ブックポスト返却時間  平日 午後7時半から午後10時            

               土日祝日 午後6時から午後10時 

▽ご利用方法 

・予約時に、受取窓口を「情報センター」にご指定ください。 

・視聴覚資料および他自治体からの借用資料は、市政情 

  報センターでは取次はできません。 

・ご用意ができた後の受取館の変更はできません。 

 
●催しは予約制です 

中 央 図 書 館 の 行 事 予 定  

▽保守点検ため、次の日程で休館します。 

 館名 日程 

9月 生涯学習 23日（土） 



【日野市立高幡図書館】 
  http://www.lib.city.hino.lg.jp/ 

 
   かつて日本の公共図書館

の先駆的モデルとなった日

野市立図書館は、1965年

１台の移動図書館から始

まった。そして、移動図書

館のサービス開始の翌年に

開館したのが高幡図書館な

んだ。今、ぼくたちが利用

できるのは、1980年にで

きた新館だよ。館内には、

日野の移動図書館「ひまわ

り号」のペーパークラフト

や新聞の切り抜きもあった

よ。 

 
小さいけれど、「人間は本

質的に知識を求めるものだ」

という信念を持って地域の人

たちに寄り添ったサービスを

提供している、あたたかい雰

囲気の図書館だったよ。 

   【八王子市立生涯学習  

    センター図書館】 
http://www.library.city.hachioji.tokyo.jp/ 

 

京王八王子駅より徒歩5分。八王子市

立生涯学習センターは、講座情報のよう

な学習するための情報、講座を自分で開

くための情報が集まっているだけじゃな

くて、実際に交流・発表の場としても使

うことができる建物なんだ。同じ建物に

入っている図書館は、学

習活動をするにはもって

こいの場所だね。子ども

のためのおはなし会も充

実してるよ。 

   今年は八王子市市制

100周年を記念して、市内ではいろいろ

なイベント開催が予定されているから、参

加する前に歴史や文化の下調べをしておく

と、さらに楽しめるかもしれないね！ 
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  9 ご案内   7    月 ～      月 

  夏のおたのしみおはなし会 
 

中央図書館では、３歳～小学生を対象として読み聞か

せを行っています。夏のおはなし会では、絵本や昔話、手

遊びなど、いろいろ催します。手作りのプログラムの配布も

します。当日、ぜひ会場にいらしてください。（申込み不要） 
 

▽日時   ８月３日（木）午後３時半～４時半 

▽会場   中央図書館 ３階おはなしのへや 

▽対象   ３歳～小学生 

   白糸台図書館 

  「夏のおはなし会」 
 

 夏のおはなし会を開催しま

す。絵本やお話、手遊びなど

を行います。 
 

▽日時  ７月１６日（日） 午後３時～３時半 

▽会場   白糸台文化センター ４階 第一会議室 

▽対象   ３歳以上～小学生 

▽申込み 当日直接会場へ 

▽問合せ 白糸台図書館（３６０・３４４３） 

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

テーマを立てて、何冊かの

本を紹介するブックトークを

開催します。ぜひ、当日ご

来館ください。 
 

▽日時   ７月２９日（土） 

       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  先着３０人 

▽テーマ 「本からきこえる音と声」 

新町図書館「やってみようかがくあそび」 
 

 うちわをつかって「べろべろおばけ」を作ります。 
 

▽日時  ７月２９日（土） 午前１０時～１１時半 

▽会場   新町文化センター １階 ゆうぎ室 

▽対象   小学生  先着３０人 

▽持ち物 のり、えんぴつ 

▽申込み 新町図書館へ電話または来館 

▽問合せ 新町図書館（３６０・６３３６） 

ぶっくん が 
身近な図書館訪問記① 

「おはなしの森」では絵本や昔話の読み聞かせを、

「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。 
  夏の読書キャンペーン 

  「この本読んだかい？」 
 

 貝のかたちのカードに好きな本のことを自由

に書いて掲示します。参加者にはぬりえのプレ

ゼントがあります。あわせて、夏休みのおすす

め本の展示・リストを配布します。 
 

▽期間   ７月１５日（土）～８月３１日（木） 

▽場所   中央図書館 ３階児童室 

▽テーマ  この本読んだかい？ 

   ＹＡ（中高生向け） 

  中央図書館夏休みイベント 

  「Ｍｙ Ｆａｖoｒｉｔｅ Ｔｈｉｎｇｓ」 
 

 葉の形のカードに、図書館や好きな本

のことを自由に書いて、ＹＡルームに設

置してあるポストに入れてください。 
 

▽期間  ７月１５日（土）～８月３１日（木） 

▽場所   中央図書館 ４階ＹＡルーム 

▽テーマ  Ｍｙ Ｆａｖoｒｉｔｅ Ｔｈｉｎｇｓ 

〈ちいさい子のためのおはなし会〉 
  

●中央図書館 

 日時／  7～9月の第2・4木曜日  

    午前10時半～11時 

 対象／ 1・2歳児と保護者 

     ☆おはなし会の後に絵本のプチ講座も行います。 
  

●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  

    ※四谷図書館のみ  

      7月19日、8月16日、9月20日(水) 

 対象／ 1・2歳児と保護者 

〈おはなしの森〉 
 

●中央図書館 
日時／ 

①7～9月の毎週木曜日 

 午後３時半～４時 

②7月1日、8月5日、9月2日(土)  

 午前11時～11時半 

対象 ／3歳～小学生（保護者同伴可） 
 

●地区図書館 

日程／ 
紅葉丘・押立・宮町図書館 

     ――7月5日、8月2日、9月6日(水) 

白糸台・西府・片町図書館 

       ――7月12日、8月9日、9月13日(水) 

武蔵台・新町・是政図書館 

       ――7月19日、8月16日、9月20日(水) 

四谷図書館 ―― 7月20日、8月17日、9月21日(木) 

住吉・生涯学習センター図書館 

       ――7月26日、8月23日、9月27日(水) 

時間と対象／ 
午後３時半～４時／３歳～小学生（保護者同伴可） 

（新町のみ午後２時半～３時） 

行く！！ 
府中市内には全部で１３館の図書館があるよね。でも、府中市に住んでいる人な

ら、他にも利用登録ができる図書館があるのを知ってるかな？今回は、京王線に

乗って行ける3つの図書館をご紹介！図書館へのアクセス・利用詳細は、各館の

ホームページを参考にしてね。 

   その土地のことを調べたい時は、地元の図書館に行くのが

一番。地域の図書館は、その図書館を利用する人たちが利

用しやすいように様々な工夫をしているんだ。 

   どこの図書館も地域の歴史や文化を知ることができる資料

を特に力をいれて集めている。地域の文化を守るためには、

まずはよく知ることから始めないとね。 調布といえば、撮影所などの映画関連企業が集

まる「映画のまち」。中央図書館には映画資料室

があって、たくさんの関連資料が並んでいたよ。

映画のポスターも閲覧可

能。ポスターをみて心惹

かれたら、視聴覚資料室

で映画鑑賞もできる。そ

して館内には映画の他に

も漫画家の水木しげるさ

んやFC東京のコーナー

も！ 

調布市立図書館は昨年の6月に開館５０周年を

迎えたんだって。その

時に生まれた図書館

キャラクターの「じ

ろ」と会うことができ

たよ。 

   泊まっていきたいく

らい、見どころたくさ

んの図書館だね。 

 

 

  【調布市立中央図書館】 
          http://www.lib.city.chofu.tokyo.jp/ 

じろと一緒！ 

郷土資料として、 新撰組関連の本も！ 

  府中の近くにある図書館なの 

に、知らないことがたくさん！ 

それぞれに特長があって楽しいお出

かけだったよ。 

次はどこの図書館に行こうかな～。 

          ｂｙぶっくん 

http://www.lib.city.hino.lg.jp/
http://www.library.city.hachioji.tokyo.jp/

