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私たちは図書館にあるたくさんの本の中から、自由に好きな

ものを選んで手に取ることができます。一人でも多くの人が、こ

の先もずっと長くその本を楽しめるように、一冊一冊を大切にし

ていきたいですね。 

紙でできている本は、どんなに丁寧に扱っても思わぬトラブ

ルが生じることも。そこで、今回は皆さんに、「こ

んなとき、どうする？」の対策を 

 ご紹介します。 

本を衛生的に利用できるように、 
本の消毒機を中央図書館３・４階に１台ずつ 
設置しました!   
 

・本の消毒・消臭・ほこりの除去などができます。 

・使用時間は、１回約３０秒です。 

・一度に６冊までご利用できます。 

・府中市の本にのみご利用ください。 

・ＣＤ、ＤＶＤなどの視聴覚資料は入れないでく 

  ださい。 

ぜひご利用ください 

 

「ページが外れてしまった！破れてしまった！」  
 

専用の糊やテープで、直します。外れたページや破れた部分をなく

さないように、そのまま図書館にお持ちください。 
 

「水に濡れてしまった！」 
 

紙でできた本にとって、水は大敵！図書館でできる限りの修復

を試みます。紙面をこすらないように水分を吸い取り、乾く前に

できるだけ早く図書館にお持ちください。 
 

早く修理をすることで、救える本も 

たくさんあります。壊れそうな本を 

見つけたら、すぐに図書館員にお知 

らせくださいね。 

 

 

 

 

     本を持ち歩く時には、 
     こんな工夫を！ 
 
 

濡れたものと一緒に

カバンの中に入れな

い（水滴のついた冷

たいペットボトルにも

要注意！） 
 

雨降りの日は、 

水を通さないビニールに入れる 
 

飲食物のそばに置かない 

 

こぼしたら大変！ 

梅雨の時季の 
しとしと雨にも 
気をつけて！ 

 変色しちゃうので、 
セロハンテープは貼らないでね！ 



2――――

『広辞苑（第７版）』で調べると、「事典＝ことがらを表す言葉を集めて、その一々に解説を施した書物」

「図鑑＝写真や図を系統的に配列して、解説を加えた書物」「辞書・辞典＝ことばや漢字を集め、一定の順

序に並べ、その読み方・意味・語源・用例などを解説した書」とあります。 

どれも森羅万象の事象を、体系的にまとめて解説した書物という共通項はありますが、まとめかたの切

り口によって得られる情報はかなり違います。 

ここでは、おすすめの魅力的な辞書・辞典たちをご紹介！  

 

『明鏡国語辞典（第3版）』 

北原 保雄／編 大修館書店 2021 請求記号：R813/ﾒ 
 

 初版が2002年。有名な『岩波国語辞典』、

『三省堂国語辞典』などに比べ新しい国語辞

典で、今年10年ぶりの改訂がされました。 

 皆さんは、目上の人などへの文書を書く

時、「この言葉を丁寧に言い換えるとしたら、

どんな言い回しになるだろう？」と悩むこと

はありませんか？第3版で新設された「品

格」欄では、普段使いの言葉との違いを調べ

ることができます。巻末の付録では、敬語解

説、「お」と「ご」の使い方、間違えやすい敬語

表現などがまとめられていますので、ビジネ

ス文書等を作成する機会の多い方に使い勝

手の良い国語辞典と言えるかもしれません。国語辞典は時代に合わせて改訂

を重ねますが、内容をよく見るとそれぞれの特長があることがわかります。生

活スタイルに合った辞典を探してみてはいかがでしょうか。 

 

『文房具語辞典  
 文房具にまつわる言葉をイラストと豆知識でカリカリと読み解く』 
 

高畑 正幸／著 誠文堂新光社 2020 請求記号：589/ﾀ 
 

身近な文房具から、日常ではあまり見かけない文房具まで、たくさんの情報が集録

されています。商品名や用語解説だけでなく、「紙で手を切ると、刃で切った時よりな

ぜ痛さが続くの？」「定規とものさしの違いって？」など、関連する周辺の知識を得る

こともできます。フランスのラスコー洞窟の壁画から始まる「文房具年表」も一見の価

値があります。 

現在私たちが、当たり前のように使っているペンやハサミが、いつ発明されたのか

を調べてみるのも面白そうですね。 

 開 い て 納 得 ！ 

魅 惑 の 辞 書 ・ 事 典 ・ 図 鑑 た ち 

『図説・ 

 日本未確認生物事典』  

笹間 良彦／著 柏美術出版  

1994 請求記号：388/ｻ 
 

日本のこれまでの歴史の中で語

り継がれた、不可思議な生物が集

録されています。 

解説には豊富な図版や古典資料

の引用文も紹介されていますが、

そのすべてに出典が明示されてお

り、図版目次や引用文一覧からも

調べることができます。当時の人び

との間で起こった不可解な出来事

が、ただの「幻覚」「錯覚」で済まさ

れず、なぜ「目撃・遭遇談」として記

録されてきたのか、ヒントが見つか

るかもしれません。 
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ご案内   7 9    月 ～    月  
※予定は変更になる可能性があります。 

■ 夏のおたのしみおはなし会 

■ 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。後日、本と一緒に展示します。 
 

▽期間 ７月１７日（土）～８月３１日（火） 

▽場所 中央図書館 ４階ＹＡルーム 

 

■ 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、参加者に好きな本のこと

を自由に書いてもらって掲示します。参加者に

は、ぬりえをプレゼントします。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。 
 

▽日時 ７月１７日(土)～８月３１日(火) 

▽場所 中央図書館 ３階児童室 

       

中央図書館恒例の夏のおたのしみおはなし

会！絵本や昔話、語り、紙芝居、手遊びなどを

たっぷり楽しんでいただくひと時です。手作りのプロ

グラムの配布もします。ぜひご参加ください。 
 

▽日時 ８月５日(木) 

      午後３時３０分～４時１５分 

▽会場 中央図書館  ３階おはなしのへや 

▽対象 ３歳～小学生 

▽定員 先着１５名 

▽申込み 事前申込制。７月２１日(水)より、電話 

               またはご来館にてお申込みください。 

 

■ 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。読み

たい本がきっと見つかります。当日は直接会場へ

お越しください。（申込み不要） 
 

▽日時 ８月２１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１５人 

▽テーマ 「ひんやり、つめた～い！」 

※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） 夏はたのしみがいっぱい！ 

〈ちいさい子のためのおはなし会〉 
～赤ちゃん絵本の読み聞かせやわらべうた～ 
 
 

当面、ちいさい子のためのおはなし会は中止します。 

再開が決まりましたら図書館ホームページ等でお知らせ

いたします。 

〈おはなしの森〉 
～絵本の読み聞かせや昔話の語り～ 
 

 

図書館ではコロナ対策を行い、工夫しながら、 

おはなしの森を実施しております。 
 

日程／ 

○中央図書館(第1・3木曜日) 

  7月 1日(木)・7月15日(木) 

  8月 5日(木)・8月19日(木) 

  ※8/5は夏のおたのしみおはなし会です。 

       9月 2日(木)・9月16日(木) 

 

○地区図書館(隔月開催※白糸台のみ毎月) 

宮町・押立図書館    

  7月 7日(水)・9月 1日(水)                

白糸台図書館        

  7月14日(水)・8月11日(水)・9月 8日(水) 

西府図書館         

  7月14日(水)・9月 8日(水) 

武蔵台・四谷図書館  

  7月21日(水)・9月15日(水) 

学習センター図書館         

  7月28日(水)・9月22日(水) 

紅葉丘図書館  

  8月 4日(水) 

片町図書館  

  8月11日(水) 

新町・是政図書館   

  8月18日(水) 

住吉図書館 

  8月25日(水) 
 

時間／  午後3時30分～3時50分  

対象／  3歳～小学生(保護者同伴可) 

申込／  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し込み 

     ください。 
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★の催しは予約制です 

   8 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 

   9 月  

   7 月 

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 

  
 

 

館名 
                   

                               日程 

    9月  

 

                       押立 

 四谷 
   6日(月)～8日(水) 

 

 

 
 

 

   

25日(土)  バリアフリー映画会「くちびるに歌を」★ 
 ※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。 

■休館のおしらせ 

科学あそび「高分子化合物ってなんだ？ 
～ふくらむスライムとスーパーボールをつくろう～」 
 

 高分子化合物を使った紙おむつに水を吸わせたり、 

スライムを使って酢や塩を混ぜる実験をしながら、 

高分子化合物の性質を確かめます。風船のように膨らむ 

スライムやガラス瓶を使ってスーパーボールも作ります。 
 

▽日時  9月12日（日）午後2時～4時 

▽講師  坂口美佳子先生（科学読物研究会会員） 

▽場所  ルミエール府中１階 第1・2会議室 

▽対象  小学生20名 

▽持ち物 鉛筆、ぞうきん、持ち帰り用の手さげ袋、 

       ジャムなどのガラスの空き瓶（きちんと蓋が 

       しまるもので、一般的にスーパーなどで 

       売っている大きさの瓶をご用意ください。） 

▽申込み 8月11日（水）から受付開始  

       午前9時～午後7時に中央図書館へ    

       電話もしくは来館（5階） 

 

11日(日)  図書館で自由研究始めよう★ 

17日(土)～8/31(火) 

        「夏の読書キャンペーン 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」 

25日(日)  図書館員体験ツアー★                

28日(水)  図書館探検隊★ 

  5日(木)  夏のおたのしみおはなし会★ 

14日(土)  朗読だから面白い！真夏の怪談話★ 

18日(水)  図書館探検隊★ 

21日(土)  小学生のためのブックトーク よむよむ探検隊            

22日(日)  図書館員体験ツアー★ 

 今年も実施いたします！ 

 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。 

▽期間    7月4日(日)～18日(日) 

         ※休館日の実施はありません。 

▽実施時間 初日4日は午後1時～4時まで。 

         5日以降は開館時間内 (生涯学習センター 

                 図書館の平日は午後7時まで)です。 

※在庫がなくなり次第終了します。 

※初日混雑時は、先着順に時間を区切って入替制とします。 

▽会場等詳細は、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。 

 すべての人に読書を楽しんでいただける

よう、どなたでもご利用いただける道具を

備えています。ご利用の際はカウンターの

職員にお気軽にお声がけください。 

 ＊リーディングトラッカー 
  読みたい行だけに集中できるよ  

 うに、前後の文章を隠すためのも  

 のです。拡大鏡付きのものもあり 

 ます。中央図書館の各カウンター 

 で貸出しています（館内利用のみ）。 

＊筆談ボード NEW！ 
 中央図書館の登録・調べもの 

相談カウンターに筆談ボードを  

ご用意しました。耳の聞こえや 

発声が不自由な方は、筆談いた 

しますのでご利用ください。 

 この他にも、大活字本や点字図書、布の絵本、

さわる絵本も所蔵しており、図書館の利用カード

をお持ちの方であればどなたでもお借りいただけ

ます。また、ハンディキャップサービス登録をし

ていただいた方は対面朗読や録音図書の貸出、郵

送、宅配サービスなども利用できますので、お気

軽にお問い合わせください。 

 問合せ先：府中市立中央図書館 

  ハンディキャップサービス担当 

 電話 042-362-8647  FAX 042-334-5370 

＊拡大読書機 
 本の文字や写真などを拡大して、画面に大きく映し出 

します。卓上型は中央図書館の３階ハンディキャップ資 

料コーナーに、携帯型は対面朗読室内に置いてあります。 

「あなたの読書、 

サポートします」 

  
 

 

館名 
                  

                 日程 

       9月 

 

紅葉丘  20日(月)～26日(日) 

 

 

 

 

 

   

▽蔵書点検のため、次の日程で休館します。 

▽文化センター電気設備工事のため、次の日程で休館します。 


