
★の催しは予約制です 

1日(水)～  5月初旬（予定）   

        POPをつくろう！（館内募集） 

10日(金)～5月17日(日) 

     たびたびよんで本のたび 

     ～のってのって世界一周！！ 

19日(日)   おはなしいっぱいの会  

19日(日)   図書館ガイドツアー★ 
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   5 月 

 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 

   6 月 

   4 月 

お
問
合
せ 

中 央 図 書 館 の 行 事 予 定  

■休館のお知らせ 

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

お
問
合
せ 

  
 

 

館名                           日程 
 

 6月 
 

宮町    15日(月)～17日(水) 

      6月 

 

 

 

生涯学習  17日(水)～19日(金) 

5月中旬～ 6月中旬（予定） 

        POPをつくろう！（館内展示） 

▽蔵書点検のため、次の日程で休館します。 

図書館 
だより 

第      号 54 

図書館 
だより 

府中市 

令 和 2 年 3 月 3 1 日 

発行 府中市立図書館 

ご あ い さ つ  

☆赤ちゃんが楽しめる 

   本はありますか？ 

☆どうぶつや食べものが 

出てくる赤ちゃん向け 

の本はありますか? 

こんなときは、 

「いっしょによもうよ  

赤ちゃんえほん」 

「いっしょによもう

よ 0～2さいの

えほん」をどうぞ。 

赤ちゃんから楽

しめる絵本を紹

介しています。お子さんとのふれあいを

楽しみながら読んであげてください。ちい

さい子のおはなし会で読み聞かせもして

います。ぜひご参加ください。 
 

☆季節に合っ

た絵本が読

みたい。 

☆高学年向け

の絵本はあ

りますか? 

こんなときは、 

「読み聞かせに向く絵本のリスト」をど

うぞ。 

3歳以上の子どもたちへのおはなし会に

向く絵本を紹介しています。 

読み聞かせにかかる時間、対象年齢の

目安などが載っています。「友だち」など

キーワードからも本を探すことができます。 

 

 

☆朝の読書

タイムに5

分くらいで

読める物

語はありま

せんか? 

☆初心者でも語れる短い昔話をさがし 

  ています。 

 こんなときは、 

「読み聞かせに向く物語のリスト」をど

うぞ。 

ご家庭での3歳以上のお子さんへの読

み聞かせやおはなし会で5歳以上の子

どもたちへの読み聞かせに向く本を紹

介しています。読み聞かせにかかる時

間や対象年齢の目安なども一緒に載っ

ています。 
 

☆児童・生徒向けの心にひびく本はあり  

  ますか？ 

こんなときは、「夏休みのおすすめ本の

リスト」をどうぞ。 

前年の新刊を中心に子どもたちにぜひ

読んでほしい本を選び、「それいけ！と

しょかんたんけんたい」（小学生用）、

「BOOKS ＦＯＲ ＹＯＵ」（中学生用）を

作成し、配布しています。ぜひお気に入

りの1冊を探してみてください。 

 

☆感想文を書きたいけど、すぐ読める楽し  

   いお話は？ 

こんなときは、 

「とっておきの本・１００さつ（小学生）」 

「とっておきの本・３０冊（中学生）」を

どうぞ。 

読書は大人になっても楽しめます。でも、

ふさわしい時にふさわしい本と出会うこと

ができたなら、本の楽しさはさらに大きく

なることでしょう。子どもたちの「とってお

き」を見つけるためのリストです。 

対象年齢

別にリスト

化、主人公

の年齢や

シリーズの

本が何冊

あるかも記

載していま

す。  

 

私は、平成28年4月1日府中市立中央図書館の館長を拝命し、以来4年間にわたり務めさせていた

だきました。令和2年3月31日をもって後任にバトンタッチをいたします。中央図書館はＰＦＩ手法により平

成19年12月に現在のルミエール府中に移転し新たにオープンしました。平成30年9月に通算来館者数

1000万人を達成させていただきました。いつも沢山の市民の皆様にご利用をして頂いていることを改め

て深く御礼申しあげます。また平成31年には本市に図書館協議会を設置し、令和4年9月末で終了する

現ＰＦＩ契約以後の運営手法について諮問し、それに対する答申を頂きました。図書館協議会からは現

在の運営手法とサービス内容に高い評価をいただきましたことから、本市といたしましては、令和4年10

月以降の次期運営手法につきましても中央図書館はＰＦＩ手法を採用することを予定しております。これ

により現在の高いサービス内容は維持されるものと考えております。 

これからも多くの市民の皆様にご利用していただける図書館となるよう職員一同務めてまいりますので、

変わらぬご愛顧をお願いいたしまして退任のご挨拶とさせていただきます。 
 

                              府中市立図書館長                                            
酒井 利彦 

～ご存知ですか？ 

   本のリスト 
（乳児、幼児、小学生、中学生向）～ 
 
 

 

府中市立図書館では、みなさんが読む本を選ぶ際の 

お手伝いとなる本のリストを作成し、 

中央図書館、各地区図書館で配布しています。 

21日(日)   図書館ガイドツアー★ 
 

27日(土)   本の病院 

※全ての行事（おはなし会を含む）は、新型コロナウィルス

に対する感染予防の観点から、中止と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。 

図書館一部利用休止について 
 

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、３月５日（木）より全館で一部利用休止を行って

おります。ご利用の皆様にはご不便をおかけして申し訳ございません。開催を予定していた催し

も中止となり、楽しみにされていた方々に大変ご迷惑をおかけいたしました。現在ご利用いただ

けるサービスについては、館内入口の掲示、または図書館ホームページをご覧ください。今後変

更があった場合は、随時お知らせいたします。ご理解・ご協力をお願いいたします。 

府中市立図書館のホームページ https://library.city.fuchu.tokyo.jp/  

でも見ることができます。 

こどものページ → 本のリスト からご覧ください。 
 

「とっておきの本のリスト」は、 

こどものページ →  

学校の先生へ → とっておきの本のリスト からご覧ください。 
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  6 ご案内   4 

〈おはなしの森〉 
 
 

●中央図書館 
日時／ 
①4～6月の毎週木曜日 (5月7日をのぞく) 

   午後３時半～４時 

②4月4日、5月2日、6月6日(土)  

 午前11時～11時半 

●地区図書館  

日程／ 

紅葉丘・押立図書館― 4月1日、5月13日、6月3日(水) 
 

宮町図書館   ―― 4月8日、5月13日、6月3日(水) 
 

白糸台・西府・片町図書館 
 

          ―― 4月8日、5月13日、6月10日(水) 

 

武蔵台・新町・是政図書館 

            ―― 4月15日、5月20日、6月17日(水) 
 
 

四谷図書館       ―― 4月16日、5月21日、6月18日(木) 
 

 

住吉・生涯学習センター図書館  
    

                        ―― 4月22日、5月27日、6月24日(水) 
 

   月 ～       月 

対象 ３歳～小学生（保護者同伴可） 

■ 絵本だいすきおはなしキャラバン 

▽日程・会場 

○4月10日（金）府中市美術館 

○4月17日（金）男女共同参画センター「フチュール」 

○4月20日（月）子ども家庭支援センター「たっち」 

○4月27日（月）紅葉丘文化センター 

○5月12日（火）「はぐ」すみよし 

○5月14日（木）西府保育所 

▽時間 午前10時半～11時 

         （西府保育所は午前10時～10時半） 

▽対象 1・2歳児と保護者 

▽定員 各日先着20組 

▽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 当日直接会場へ 

4月23日 子ども読書の日 

４月23日は、「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、様々な施設でイベントやキャン

ペーンを行います。 

問合せは、中央図書館（３６２・８６４７)へ。 

■ 読書キャンペーン 
「たびたびよんで本のたび～のってのって世界一周！！」 

▽日程 4月10日（金）から5月17日（日） 

▽場所 中央・各地区図書館 

▽内容 「のりもの」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「のりもの」シールが1枚もらえます。 

さらに12枚シールを集めると、ごほうびシールがもら

えます。 

■ おはなしいっぱいの会 

▽日時 4月19日（日）午後1時半～2時半 

▽会場 中央図書館 

▽対象 3歳以上の方  

▽定員 先着40人 

▽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 当日直接会場へ 

「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います。 

対象 1・2歳児と保護者 

〈ちいさい子のためのおはなし会〉 
 
 

●中央図書館  

  日時／    4～6月の第2・4木曜日  

        午前10時半～11時 

        ☆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 

                  4月15日、5月20日、6月17日(水) 

 府中市は1992年８月にウィーン市ヘルナルス区と友好都市の提携を結びました。以

来、高校生の相互派遣をはじめとした交流を続けていることから2017年12月にオース

トリアのホストタウンに登録されました。さらに、2019年５月にはオーストリア卓球連盟及

びオーストリアオリンピック委員会と、東京2020オリンピック等に係る覚書を締結し、事

前キャンプなどを通じて卓球オーストリア代表をサポートすることになりました。 

 卓球と言えば中国をはじめアジア諸国が強豪ですが、20世紀半ばまでは発祥地であるヨーロッパ諸国が成績の上位

を占めており、今なお世界中で親しまれているスポーツです。 

オーストリアでは1964年と76年にオリンピック冬季競技大会が、1984年と88年にパラリンピック冬季競技大会が開

催されています。開催都市はいずれもチロル州の州都インスブルックで、標高2000メートルを超えるアルプスの山々に

囲まれたウィンタースポーツが盛んな都市です。オーストリアの国技であるスキーでは多くの優秀な選手を輩出してお

り、中でもアルペンスキーの強豪国です。アルペンはノルウェーで移動手段として発達したノルディックが、アルプス山

脈の地形に合わせ滑降に特化して発展したもので、 

多くの金メダルを獲得しています 。 

ホストタウンとは、東京2020オリ

ンピック・パラリンピックの開催に向

けて、事前キャンプの誘致などを

通じて参加国と交流を図る地方公

共団体を「ホストタウン」として登録

する国の制度です。スポーツ・文化

など様々な分野での交流を通じた

地域の活性化などが期待されてい

ます。 

も う す ぐ や っ て く る！！ 

4  第  回 府中市はオーストリア共和国と 
オーストラリア連邦のホストタウンです  

オーストリア共和国 
面積：約8.4万平方キロメートル 

人口：約880万人 

首都：ウィーン 

言語：ドイツ語 

 府中市は、2018年1月に、オーストラ

リア野球連盟と東京2020オリンピック等

に関する事前キャンプの覚書を締結し

たことをきっかけに、翌2月にオーストラリ

アのホストタウンとして登録されました。2019年には、オーストラリアの野

球代表チーム及び車いすバスケットボール代表チームが市内で事前

キャンプを行い、練習試合ほか市民との交流をはかりました。 

 また、同年10月には、東京2020オリンピック・パラリンピックでオースト

ラリアを日本と一緒に応援してもらおうと、オーストラリア大使館による授

業が府中第二小学校で行われ、人気のスポーツや応援方法などが英

語を交えて紹介されました。 

 事前キャンプが市内で行われた車いすバスケットボールは、障がい者

スポーツの中で、世界的にも日本国内でも大変人気のある競技です。

見どころの一つとしては、高さを出すために車いすの片方の車輪を浮か

す、ティルティングというテクニックがあげられます。オーストラリアは、障

がい者がより多くのスポーツに参加できるよう取り組んできました。自国

で開催したシドニー2000パラリンピック競技大会では63個と最多金メダ

ルを獲得し、直近4大会の夏季オリンピックでも、メダル獲得上位に入っ

ています。 

オーストラリア連邦 
面積：約769.2万平方キロメートル 

人口：約2,499万人 

首都：キャンベラ 

言語：英語 

 

[参考資料] 

『これならわかるオーストラリア・ニュージーランドの歴史Q＆

A』石出法太 石出みどり/著 271/ｲ 

『国旗と国名由来図典 新版』辻原康夫/監修 288/ｺ 

『JOAオリンピック小事典 2020増補改訂版』 

 日本オリンピック・アカデミー/編著 780/ｼﾞ 

『スポーツの百科事典』田口 貞善/編集委員長 R780/ｽ 

『スポーツの世界地図』Alan Tomlinson/[著]  780/ﾄ 

『パラリンピック大百科』陶山哲夫/監修   

 コンデックス情報研究所/編著 780/ﾊ  ゚

『ブリタニカ国際年鑑2001』R059/ﾌﾞ 

府中市ホームページ https://www.city.fuchu.tokyo.jp/ 

 Bunka/olypararugby/olypala/index.html 

  （ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ関連） 

外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ 

  area/index.html（国・地域） 

※全ての行事（おはなし会を含む）は、新型コロナウィルスに対する感染予防の観点から、中止と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。 

オーストリアとオーストラリア 

 とても似ている名前に思えるかもしれませんが、意味は異なります。

オーストリアという国名は「東の国」を意味する旧地方名オストマルクに

由来します。オーストラリアは、「未知の南方大陸」という意味のラテン

語「テラ・オーストラリス・インコグニスタ」に由来します。 

https://2.bp.blogspot.com/-ZE2gwZ8_f6U/UnXnFFPATSI/AAAAAAAAaG8/eviQayUaVps/s800/mushi_monshirochou.png

