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使ってみよう！データベース
今年の１～２月は、厳しい寒さが全国的に話題になりましたね。天気予報では「平年並」とか「平年より低い」
という言葉をよく聞きますが、昭和の初め頃の日本の冬の「平年並」って、今と比べて違ったのでしょうか。図書
館にはそれを調べる資料はたくさんありますが、中央図書館にあるオンラインデータベースを使うと、とっても簡
単に当時のデータを知ることができます。
「理科年表プレミアム」では、一番古いもので、なんと1925年（大正14年）の気温の月別平均値が検索可
能。もちろん、近年の平年値もしっかりと記録されています。昔の冬は寒かった？暖かかった？知りたい人はぜ
ひ使ってみてください。
また、日々の出来事や情勢が追える各社新聞も、図書館で原紙を保存することが難しい古い年代の記事を
読むことができます。
●「聞蔵Ⅱビジュアル」
明治12（1879）年の創刊号から今日までの朝日新聞の記事検索
●「ヨミダス歴史館」
明治7（1874）年の読売新聞創刊から前日付までの読売新聞の記事検索
●「毎日Newsパック」(3/31で提供終了)⇒｢毎索」(4/4より提供開始)
明治5（1872）年の毎日新聞創刊から1959年までの主要な紙面イメージ閲覧と、
毎日新聞本紙（1987年以降）および各都道府県の地域面の記事全文検索が可能。
●「中日新聞・東京新聞データベース」
1987年4月以降の中日新聞、1997年4月以降の東京新聞の記事検索
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1日(日)～5月6日(日)
お気に入りのPOP(差込表示板)を作ろう！

4

5
6

月

月
月

６日(金)～5月13日(日)

■休館のお知らせ

22日(日)

たびたびよんで 本のたび
～色･いろいろなおはなし
図書館ガイドツアー

22日(日)

おはなしいっぱいの会

20 日( 日 )

図書館ガイドツアー

宮町図書館

18日(月)～20日(水)

26 日( 土 )

本の病院

20日(水)～22日(金)

17 日(日)

図書館ガイドツアー

生涯学習センター
図書館

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。

▽蔵書点検のため、次の日程で休館します。
6月
館名

お
問
合
せ

日程

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

府中市では、平成30年度から計画期間6年間の目標を盛り込んだ「第4期府中
市子ども読書活動推進計画」を策定しました。この計画は、平成15年度に第１期
計画を策定し、その後第2期・第3期と策定をしてきたものです。同計画に基づき
府中市では、子どもへの読書活動推進を図ってきました。
この間、図書館では、おはなし会や小学4～6年生を対象としてブックトーク「よ
むよむ探検隊」の実施を継続し、PRに努め、子どもたちの更なる読書への関心や
意欲、読書習慣につながるよう働きかけを行いました。また、小中学校への学級
貸出セットを増やし、お薦め本のリストを配布するなど、学校との連携に努めてきま
した。

平成30年3月31日
発行 府中市立図書館

今後も子どもの読書環境を拡充するため、乳幼児からYA（ヤングアダルト）世代
に至るまでのきめ細やかな事業を検討し、より効果的な取組を実践していきます。
この計画は、中央図書館、各地区図書館及び図書館ホームペー
ジで閲覧できます。

大きなニュースがそれぞれの時代それぞれの新聞で、どのように報道されていたのかを比較するのも面白そう
ですね。
他にも、企業情報・人事情報が検索できる「日経テレコン21」、百科事典が丸ごと入った「ジャパンナレッジ」
など、論文執筆からちょっとした調べ事まで便利に使えそうなデータベースがたくさんあります。
府中市立図書館で利用できるデータベースの一覧は
図書館ホームページ 【Home > 活用する > 調べもの相談（レファレンス）サービス】 に掲載されています。
http://library.city.fuchu.tokyo.jp/application/referenceservice.html
ご利用の際は、中央図書館4階カウンターにお知らせくださいね。

号

第４期
府中市子ども読書活動
推進計画を策定

4月23日(月)
子ども読書の日
4月23日(月)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～色・いろいろなおはなし」
▽日程
▽場所
▽内容

4月6日(金)から5月13日(日)
中央・各地区図書館
｢色」に関する本の展示と貸出

※期間中、「本の世界を旅するためのパスポート」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「色」
シールを1枚差しあ
げます。12枚シー
ルを集めると、さら
にごほうびシールが
もらえます。

絵本だいすきおはなしキャラバン
▽日程・会場
○4月 9日(月) スクエア21・女性センター
○4月13日(金) 美術館
○4月16日(月) 子ども家庭支援センター「たっち」
○4月20日(金) 郷土の森総合体育館
○4月24日(火) 武蔵台文化センター
○5月11日(金) 朝日保育所
▽時間
午前10時半～11時 （朝日保育所は午前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

おはなしいっぱいの会
▽日時

4月22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

ぶっくん が行く！
！

―最終回―

身近な図書館訪問記④

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、府中市内に
ある2つの大学の図書館をご紹介！図書館へのアクセス・利用詳細は、府中市立図
書館のホームページを参考にしてね。
Home > 活用する > 市内大学図書館との連携 （http://library.city.fuchu.tokyo.jp/application/cooperation.html）

【東京外国語大学附属図書館】
http://www.tufs.ac.jp/library/
東京外国語大学では、世界中の言語を通して、地域の
文化や国際情勢など、幅広い分野について学ぶことがで
きるよ。附属図書館の所蔵冊数は72万冊以上。そのうち
日本語と英語で書かれた本は４割ほどで、全部で280を
超える言語の資料があるんだって！
建物２階のゲートから入って、まず見つけたのは各国
の言語で書かれた新聞と雑誌。世界各地の出来事を現地
の言葉でタイムリーに読めるなんてすごい！さらに進む
と、今度は辞書がたくさん。初めて聞く言語の辞書も
あってびっくりしたよ。
３階に上がると日本語で書かれた本があるよ。やっぱ
り外国に関する内容の本が充実しているみたい。本棚を
進んでいくと、今度は英語で書かれた
本がずらり！まるで外国の図書館みた
いだったよ。請求記号のあたまにＡ～
Ｚの「言語記号」を付けて、書かれた
言語別に並べているんだね。英語で書
かれた本は「K」の棚に行くと見つかる

【東京農工大学図書館】
http://web.tuat.ac.jp/～biblio/
東京農工大学府中図書館は、中央図書館から歩いて6～
7 分、たくさんの木に囲まれた広いキャンパスの中にある
よ。学生のための図書館だけど、入口で入館手続きをす
れば学外の人も資料の閲覧ができるんだ。
そして、高校生以上で府中市立図書館に利
用登録（市内在住・在勤・在学）をしている
人なら、大学図書館の専門書を借りて家で読
むことができるよ。館外貸出を利用するに
は、まず府中市立中央図書館のカ
大学図書館に入館する
ウンターで「農工大カード」を借
ときは、「農工大カー
りるんだよ。「農工大カード」の
ド」を、入口ゲートで
利用手続きの仕方の詳細は、図書
かざしてね。
館ホームページか、館内で配布し

よ！英語だけでも幅広
い分野の本が揃ってい
るから、外国人留学生も多く利用しているみたい。
４階には、アジアやヨーロッパなど世界各国の言語で
書かれた本がたくさんあったよ。
東京外国語大学附属図書館は、一般の人でも入館でき
るよ。詳しい利用案内は大学図書館のホームページなど
を見てね。そして、府中市に住んでいる人（在勤・在学
を含む）は、東京外国語大学附属図書館の資料を、府中
市立図書館を通して利用することもできるんだ（※資料
により、貸出のご希望に添えない場合があります）。研
究のために集められた貴重な資料だ
から、大切に扱おうね。
世界の本をこれだけたくさん集め
て管理するのは、すごく大変なこと
だよね。貴重な資料の保存場所、そ
して研究機関として、東京外国語大
学附属図書館が重要な
今日はぼくが
役割を果たしているこ
府中の図書館まで
とがわかったよ。
運んで帰るよ

ている利用案内を見てね。
ぼくがよく行くのは府中キャンパスの図書館だけど、小
金井キャンパスにある図書館も利用できるよ。
農工大図書館の外の正面階段を降りたと
ころにある、この金属の棒は何だか
わかる？
こ れ は、馬 を つ な い で お く た め の「駒
留」だよ。馬術部のあるキャンパスでは、
毎日たくさんの馬が散歩をしているんだ。
散歩中に図書館に寄りたくなった時のため
に、手作 りの馬 つな ぎ場を 作っ たんだ っ
て。馬に乗ったままブックポストに返却も
できる「馬で行く図書館」は、平成7年に農
工大図書館のＨＰが開設された当初、マス
コミでも話題になったそうだよ。平成26年
に新しい建物に改装された後も、ちゃ
んと駒留を残してあるんだね。
駒留を見て感心していたら、さっそくお散歩中の
馬と学生さんに会ったので、一緒に写真を撮っても
らったよ。このお馬さんは6歳で、人間の年齢にあて
はめると18歳くらいなんだって。とっても元気なお
馬さんだったよ。みんなも会えるといいね。

＜参考＞ 「東京農工大学附属図書館におけるインターネット/WWWホームページの制作と利用教育」矢崎省三・豊田裕昭／著
『大学図書館研究』 48 巻 (1996) p. 36-41（オープンアクセス）
「今どきの利用教育―東京農工大学附属図書館」矢崎省三／著 『薬学図書館』 43 巻 (1998) 4 号 p. 376-379（J-STAGE）
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■■■■■■■■■■■■
■地区図書館
■
■ ス ペ シャルイ ベ ント実 施 報 告 ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

平成29年度は、中央図書館新館開館10周年を記念し
て中央図書館と各地区図書館でスペシャルイベントを開
催しました。
各地区図書館独自性のある企画と、絵本だけでなく大
型絵本・パネルシアター・エプロンシアター・紙芝居な
どたくさんのおはなしにふれる時間となりました。
定例のおはなし会もぜひご参加ください。

4 月～6月

ご案内

「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。

〈おはなしの森〉
●中央図書館
日時／
①４～6月の毎週木曜日 午後３時半～４時
②４月7日(土)、５月6日(日)、6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／

＜新町図書館のかがくあそび＞

■2017年■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
7月16日（日） 白糸台図書館
夏のおはなし会（紙芝居・大型絵本・手遊び）
7月29日（土） 新町図書館
スペシャルおはなし会
「やってみようかがくあそび」（おばけうちわ作り・読み聞かせ）
8月7日（月）
四谷図書館
夏休み特別企画「文化センター＆図書館で遊ぼう」
（ミニ本作り・スマホを使った立体塗り絵と肝試し大会）
11月11日（土） 紅葉丘図書館
お楽しみ会「府中の昔話と変わり絵おもちゃを楽しもう」
（読み聞かせ・伝承おもちゃ作り）
12月16日（土） 生涯学習センター図書館
クリスマススペシャルおはなしかい（パネルシアター・工作）
12月16日（土） 押立図書館
クリスマススペシャルおはなしかい（エプロンシアター・工作）

押立図書館――4月4日、5月2日、6月6日(水)
紅葉丘図書館―4月4日、5月9日、6月6日(水)
宮町図書館――4月11日、5月9日、6月6日(水)
白糸台・西府・片町図書館
――4月11日、5月9日、6月13日(水)
武蔵台・新町・是政図書館
――4月18日、5月16日、6月20日(水)
四谷図書館――4月19日、5月17日、6月21日(木)
住吉・生涯学習センター図書館
――4月25日、5月23日、6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）

〈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
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。

■2018年■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1月14日（日） 是政図書館
冬のおはなし会（大型絵本・紙芝居）
1月21日（日） 宮町図書館
冬のおはなし会（読み聞かせ・手遊び）
1月27日（土） 西府図書館
スペシャルおはなし会＆かるた大会
（読み聞かせ・武蔵府中郷土かるたでかるた大会）
1月27日（土） 武蔵台図書館
冬のおはなし会（読み聞かせ・手遊び）
2月3日（土）
住吉図書館
節分のおはなし会（手遊び・紙芝居）
2月3日（土）
片町図書館
節分のおはなし会とミニ工作（紙芝居・工作）

●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18日 、5月16日 、
６月20日(水)
対象／ 1・2歳児と保護者

