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     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。 

 2 月 

月   1 
  20日(土)  図書館ガイドツアー 

  21日(日)  第十回 新春府中寄席 

     ｢三笑亭可龍の落語会」 

17日(土) よむよむ探検隊 

18日(日) 図書館ガイドツアー 

25日(日) 音楽会 弦楽四重奏コンサート 

3日(土)      図書館講演会 

     ｢アリの多様で不思議な社会生活｣ 

17日(土) ビジネス支援講座 

     ｢株式会社NOiS講演会」 

18日(日) 図書館ガイドツアー 

28日(水) 図書館体験ツアー 

 

●催しは予約制です 

中 央 図 書 館 の 行 事 予 定  

 3 月 
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府中市立図書館長  酒井 利彦 

新年明けましておめでとうございます。図書館は、市

民の自主的な学習機会を保障し、知的・文化的活動を支

える中核施設として、書籍や視聴覚資料を収集・整理・

保存し市民に提供するとともに、生活に役立つ様々な情

報の提供など市民の課題解決の支援を行っております。 

さて中央図書館は、平成19年12月1日にルミエール府中

に移転新築されました。そして昨年の12月1日で満10歳と

なりました。この間多くの市民の皆様にご利用いただ

き、平成30年中には通算来館者が1000万人を達成する見

込みとなっております。 

これから先、20年、30年と更に多くの市民の 

皆様に、ご利用いただける図書館を目指して運営 

           してまいりたいと考えておりますのでよろしくお 

               願い申しあげます。 

こたえは 

Ａ．いちご 
 

  みんな楽しんで 

  くれたかな？ 

■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 日程 

1月 西府 15日(月)～17日(水) 

 

2月 
白糸台 

新町 

 

19日(月)～21日(水) 

 

3月 
武蔵台 

紅葉丘 

 

5日(月)～7日(水) 

■全館休館のお知らせ 
 

      2月5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。  

     なお、市政情報センター（図書取次）で 

  の予約図書の受け取りはできません。 

   ご了承ください。 

 昨年の12月8日（金）から12月28日（木）、中央図書館新

館オープン10周年記念イベントとして、「ぶっくんからの挑戦

状～君はこの謎を解けるか？～」を開催しました。小さい子

どもでも解ける図書館クイズと、ちょっと難しいクロスワードパ

ズルに、たくさんの方にチャレンジしていただきました。 

ご参加いただきありがとうございました！ 

                  クイズの答えは図書館HPに掲載しているよ！ 

府中市立中央図書館 

新館開館１０周年記念イベント 

を開催しました。 

「ぶっくんからの挑戦状 

 ～君はこの謎を解けるか？～」 

 

 図書館クイズをちょこっと紹介！ 

「はらぺこあおむし」がもくようびに

食べたものはなーんだ？ 
   

      Ａ.いちご 

      Ｂ.みどりのはっぱ 

      Ｃ.ケーキ 

 

講師の佐藤俊幸先生 

図書館講演会 

「 ア リ の 多 様 で 不 思 議 な 社 会 生 活 」 
 

その1 お知らせ 

 せっせと働く姿や、巣までずらりと行列をつくる姿が印象的なアリ。大人でもその

行動についつい見入ってしまうことがあるのではないでしょうか。一方で、この夏は

外来生物のヒアリが世間を騒がせ、その生態に関心が高まりました。 

 今回の講演会のテーマは「アリ」です。アリ研究の第一人者、佐藤俊幸先生にアリの

生活について、わかりやすく解説していただきます。 

 身近な生き物だからこそ、その生活や生態についてよく知っておきたいものです。ア

リの不思議な社会生活をのぞいてみましょう。 

 

 
▽日  時   平成30年3月3日（土）午後2時～4時 

▽場 所   ルミエール府中1階 第1・第2会議室 

▽講 師   佐藤俊幸（さとう としゆき）先生 

         （東京農工大学農学部 准教授） 

▽対 象   高校生以上一般 

▽定 員   先着45名（無料） 

▽申込方法 2月1日(木)から中央図書館に電話または来館 

         (5階事務室に午前9時から午後7時まで） 
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新中央図書館は 
     年目に 
   入りました      



     【多摩市立関戸図書館】 
       http://www.library.tama.tokyo.jp/ 

 

関戸図書館は、京王線聖蹟桜ヶ丘駅に隣接するショッピ

ングセンター「ザ・スクエア」に直結の、とても便利な図

書館だよ。 

   広くて明るい館内には、子ども

も大人も大満足の充実した資料が

どっさりあるよ。児童コーナーに

は、子どもと一緒に来る大人のた

めの子育て支援コーナーがあっ

て、図書館資料のほかに赤ちゃん

の予防接種のお知らせのチラシなども置いてあるんだ。 

おすすめ本コーナーには小学校の学年別のリストがあっ

て、これは学校でも配っているそうだよ。ぼくはどの学年

の本から読もうかな。 

一般書のコーナーには、人気

本のコーナーがつくってあっ

て、ちょっと前まで予約がたく

さんで借りられなかった本が並

べてあるよ。郷土資料の棚に

は、多摩川関連の研究資料がと

てもたくさんある。軽い読み物

からじっくり読む難しい本ま

で、とてもバランスよく本が並べられているの

で、館内のどの場所にも本を選んだり読んだりし

ている利用者がいてびっくりしちゃった。 

ぼくが一番びっくりしたのは、日本全国の２万５千分の

一の地形図がズラッと並んでいる棚だよ。ここまでそろっ

てる図書館は、なかなかないよね。この地形図は貸出もし

てもらえるんだって。 
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  3 ご案内   1  月 ～   月 

 

是政図書館  

「冬のおはなし会」  
 

冬のおはなし会を開催します。 
大型絵本や紙芝居などを読みます。 
 

▽日時    1月14日（日） 午前9時20分～9時50分  
▽会場    是政文化センター 1階 ミルキールーム   
▽対象   3歳以上～小学生 
▽申込み 当日直接会場へ  
▽問合せ 是政図書館（042-360-2882） 
 

宮町図書館  

「ふゆのおはなし会」  
 

冬のおはなし会を開催します。冬に読みたい絵本の 

読み聞かせ、手遊びなどを行います。 
 

▽日時   1月21日（日） 午前10時半～11時  

▽会場   ふるさと府中歴史館3階   

▽対象   3歳以上～小学生 

▽申込み  当日直接会場へ  

▽問合せ 宮町図書館（042-364-3613） 
 

西府図書館  

「スペシャルおはなし会＆かるた大会」  
 

昔話絵本読み聞かせと、府中の歴史や文化を 
楽しく学べる「武蔵府中郷土かるた」で遊びましょう。 
 

▽日時     1月27日（土） 午前10時～11時半  
▽会場     西府文化センター 2階 和室  
▽対象     小学生 先着20人 
▽申込み  当日9時50分より、1階ロビーにて受付 
       （ピョンちゃんまつり共催）  
▽問合せ 西府図書館（042-360-8998） 
 

武蔵台図書館  

「冬のおはなし会」  
 

冬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     1月27日（土） 午前10時半～11時  
▽会場     武蔵台文化センター 1階 チャイルドルーム  
▽対象     3歳以上～小学生  
▽申込み  当日直接会場へ  
▽問合せ 武蔵台図書館（042-576-6390） 
 

住吉図書館  

「節分のおはなし会」  
 

スーミン子どもまつりで、節分にまつわる手遊びや 
紙芝居などを読みます。 
 

▽日時    2月3日（土） 午前10時15分～10時45分  
▽会場   住吉文化センター 2階 大広間  
▽対象   小学生以下（未就学児保護者同伴可）  
▽申込み  当日直接会場へ  
▽問合せ 住吉図書館（042-360-5775） 
 

片町図書館  

「節分のおはなし会」  
 

節分のおはなし会を開催します。 
節分にまつわる絵本や紙芝居などを読みます。 
 

▽日時    2月3日（土） 午後3時半～４時  
▽会場    片町文化センター 3階 和室  
▽対象    3歳以上～小学生  
▽申込み 当日直接会場へ  
▽問合せ 片町図書館（042-368-7117） 
 

ぶっくん が 
身近な図書館訪問記③ 

「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。 

〈ちいさい子のためのおはなし会〉 
  

●中央図書館 
 日時／１～３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１月17日、2月21日 (水)、3月15日(木) 

 対象／ 1・2歳児と保護者  

〈おはなしの森〉 
 

●中央図書館 
日時／ 
①１～３月の毎週木曜日 午後３時半～４時 
②１月6日、2月3日、3月3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／ 
押立・宮町図書館 
     ――１月10日、2月7日、3月7日(水) 
西府・片町図書館 
       ――１月10日、2月14日、3月14日(水) 
白糸台・新町図書館 
     ――１月17日、2月14日、3月14日(水) 
武蔵台・是政図書館 
       ―― １月17日、2月21日、3月14日(水) 
四谷図書館――１月18日、2月15日、3月15日(木) 
紅葉丘図書館―１月31日※、2月7日、3月14日(水) 
住吉図書館――１月24日、2月28日、3月14日(水) 
生涯学習センター図書館 
       ―― １月24日、2月28日、3月28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） 
     ※1月31日(水)の紅葉丘は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、他にも利用できる図書館があるのを知ってるかな？今回は、府中市と隣接

している３つの市の図書館をご紹介！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。 

【稲城市立中央図書館】 
 http://www.library.inagi.tokyo.jp/ 

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  2月17日(土)午後3時～3時45分 
▽場所  中央図書館 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 「古（いにしえ）から伝わるもの」 

 

【町田市立中央図書館】   
https://www.library.city.machida.tokyo.jp/ 

 
   町田市立中央図書館は複合施設内

にある図書館で、今日もたくさんの

利用者でにぎわっていたよ。 

   こどものひろばには絵本がたくさ

ん！クリスマス絵本の展示やとって

も大きなタペストリーが飾ってあっ

たよ。隣の文学コーナーは天井まで

本がいっぱい。読みたい本がたくさ

ん見つかりそうだね。 

   ヤングアダルトコーナーには「わ

いわい・のおと」っていう書き込み

ノートが置いてあって、ノートの表

紙の絵もみんなが書いたんだって。

力作がたくさん書かれていてびっく

りしたよ。 

   レファレンスコーナーや憩いの広

場にはグリーンが取り入れられていて、落ち着いて

読書や調べものができる空間になっていたよ。和室

では足を伸ばして読書

もできるし、囲碁や将

棋が楽しめたよ。 

毎週金曜日に映画

会、第１水曜日にこど

もえいが会を開催して

るんだって。ぼくも観

に行きたいな。 

JR南武線南多摩駅から徒歩７分、少し坂を上ると見

えてくるのが稲城市立中央図書館だよ。中に入ると天井

が高くて開放的。窓も大きくて自然の光がたっぷり差し

込んでくるんだ。ひろびろとしたフロアでゆっくり本を

見ることができたよ。照明付きの本棚は日が暮れるとラ

イトがつくんだって。  

特集コーナーもチェックしたよ。ぼくが行った時に

は寒くなる季節に読みたくなる本がずらり。見ているだ

けであたたまったよ。視聴覚資料スペースには座席が２

５席もあって、音楽や映画、古典芸能などいろいろな

ジャンルを鑑賞できるんだって。 

児童開架スペースもとっても明るくて居心地がよ

かったよ。おはなしの会やえ

ほんのじかんなど、子どもが

楽しめるイベントもたくさん

で嬉しいね。 

本を持って出られるテラスも魅力的。ぼくはちょう

ど紅葉の季節に行ったから、こがね色に染まった木々が

きらきら。坂の上にあるから見晴らしもよくて、天気の

いい日はここで読書をしたら最高だね。またお休みの日

にゆっくり本を読みに行きたいな。     


