※おはなし会を含む全ての行事は、新型コロナウイルス感染症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。
※開催にあたり、マスク着用、手指の消毒、ソーシャルディスタンス、換気等の
感染症対策にご協力ください。

８つの施設で学ぶ・遊ぶ・体験する！

１０月１１日（日）は市民文化の日
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ご

～図書館イベントのご紹介～

府中市
～おうち時間におすすめの一冊～」
外出を控えることが多いこの時期に、気分をガラッと変
える本の特効薬のご紹介です。処方するのは、８月から
９月に皆さんに応募いただいたとっておきの「本の特効
薬」。展示資料はすべてタイトルがわからないように
ラッピングし、「効能(コメント)」を貼付しています。
▽展示・貸出期間
令和２年１０月１１日（日）～１０月下旬
展示資料がすべて貸出されたら終了
▽展示場所 中央図書館３階 特集棚および各地区図書館
中央図書館のみ、電話で本の取置きができます。

＜効能＞
「効能」のサンプルは図書館
ホームページでも参照できます。

○
○
○
○
○
☆

楽しい気持ちになりたいあなたへ
モチベーションをあげたいあなたへ
びっくりしたいあなたへ
泣いてスッキリしたいあなたへ
冒険したいあなたへ
内緒のお楽しみテーマひとつ

■地区図書館の雑誌・図書リサイクル
不要になった図書と雑誌を市民のみなさまに
ご提供します。
①雑誌リサイクル
▽期間 10月11日(日)～31日(土)の開館日
▽実施時間 初日11日は午後1時から4時まで、
12日以降は開館時間内
※初日混雑時は、先着順に時間を区切って入替
制とします。検温、受付票の記入にご協力ください。
▽持ち帰り冊数 おひとり12冊まで
②図書リサイクル
▽期間 11月4日(水)～30日(月)の開館日
▽実施時間 開館時間内
▽持ち帰り冊数 おひとり20冊まで
※開館時間は午前9時～午後5時(生涯学習センター
図書館の平日は午後7時まで)です。
※手さげ袋をご用意ください。
※在庫がなくなり次第終了します。
※会場等詳細は、各地区図書館にお問合せください。

（場所 中央図書館３階児童室 おはなしのへや）

○ おはなしいっぱいの会

○ 小学生のためのブックトーク

▽時間 午前11時から11時40分
▽対象 ３歳以上
▽定員 15名 ※事前申込制

▽時間 午後3時から3時45分
▽対象 小学4・5・6年生
▽定員 15名

「よむよむ探検隊」

絵本の読み聞かせや昔ばなし
の語り、手遊びなどでお楽しみ
ください。

中

央

10月

図

書

館

一つのテーマで集めた
おススメ本をご紹介！
今回のテーマは「小さな生きもの」

の

行

事

予

■特集展示「みんなに読書のよろこびを」
布の絵本やさわる絵本、ふりがなや絵文字つきで
理解しやすい工夫がされたLLブックなど、通常の活字
による読書が苦手な子どもたちも一緒に楽しめる本を
集めました。読み書きに困難をかかえる子どもたちに
ついてや学習支援に関する資料なども展示します。
▽期間 10月1日（木）～31日（土）
▽場所 中央図書館3階 特集棚

定

★の催しは予約制です
9月16日(水)～10月18日(日)
お気に入りのPOPを作ろう！
1日(木) ～11月1日(日)
たびたびよんで本のたび～のってのって世界一周!!
11日(日)～ 10月下旬
新型コロナに負けない！本の処方箋

▽蔵書点検のため、次の日程で休館します。

10月

24日(土) 図書館ガイドツアー（中国語・韓国語）★
25日(日) 図書館講演会「心をひらく本と動物の力
～刑務所や少年院での実践から」★

11月

1日(日) 手作り本を作ろう 楽しい製本教室★
1日(日) 科学あそび「偏光板であそぼう
～色がかわるステンドグラスをつくろう 」★

12 月

19日(土) 図書館ガイドツアー★
20日(日) 図書館で自由研究始めよう★
20日(日) 図書館講演会 テーマ：アメリカ史（タイトル未定）★

検索レスキューのお知らせ
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。

12月

館名

日程

白糸台
片町

5日(月)～7日(水)

中央

19日(月)～21日(水)

11月

号

令和2年6月30日・9月30日合併号
発行 府中市立図書館

令和２年４月、このたび府中市立図書館長に就任いたしました、平野と申します。
本年１月に、国内で新型コロナウイルス感染症の患者の確認以降、日本全国
で感染が広がる中、本市の市立図書館１３館におきましては、利用者の皆様の
健康を最優先事項と捉え、３月初旬から施設やサービスの一部利用休止、さら
に政府の緊急事態宣言を受け、４月初旬からは感染拡大防止のため全館臨時
休館とさせていただきました。
期間中、図書館の利用やサービスを休止したことにより、利用者の皆様には
大変ご不便をおかけしましたことをお詫び申しあげます。
６月の再開にあたり、館内の換気や消毒などの衛生対策はもとより、３密を避け
つつ、利用時間や利用範囲を徐々に広げるなど、段階的なサービス再開を進
め、現在では一部を除き、おおむね臨時休館前のサービスを展開しておりま
す。これも利用者の皆様のご理解・ご協力によるものと感謝しております。
今回の臨時休館を教訓に、コロナ禍であっても図書館を利用する皆様の安全
に配慮したサービスのあり方や情報提供の方法などを、昨年度発足しました府
中市図書館協議会から意見をいただきながら、現在、検討を進めております。
これからも、多くの皆様に安心してご利用いただける図書館であるために職員
一同努めてまいりますので、よろしくお願い申しあげます。

ぶっくんの

是政
住吉

7日(月)～9日(水)

府中市立図書館長
平野 妙子

職場体験①
毎年、市内の中学生がおこなっている職場体験を今年はぼくが挑戦するよ。
返却や貸出だけじゃなく、図書館にはいろいろな作業があるみたい。
まずはブックポストの返却業務を体験してみるよ！

中央図書館入口のブックポストへ入れた本は

返却された本でいっぱいになった箱は、
レールで地下へ運ばれていくよ！

どこへ行くか知っているかな？
実は、ここに返された本は地下一階へ運ばれているんだって。

そこで図書館の職員が本のチェックをして、返却処理を行っているんだ。
傷んでいる本はテープやのりで修理をしているんだよ。

▽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。

お
問
合
せ

第

日頃より、市民の皆様をはじめ在勤、在学の方、また、市外９市の相互利用の
皆様にも市立図書館を多数ご利用いただきましてお礼申しあげます。

ブックポストへの返却の流れ

■休館のお知らせ

～おうち時間におすすめの一冊

図書館
だより
55

あ い さ つ

館名

日程

新町

10日(火)～16日(月)

※CDやDVDなどの視聴覚
資料は、ブックポストへ入
れると割れてしまうので、
カウンターで返却してくだ
さい。

カウンター業務・配架・書架整理
本の貸出などのカウンター業務の他に、返却された本を棚に戻す「配架」や、本の並び
順をきれいにする「書架整理」を体験したよ。
図書館は広くて本棚もたくさんあるから、本は「日本十進分類法」を基に、本のテーマご
とに体系立てて並べてあるんだ。
重たい本を移動させるのに、立ったりしゃがんだりするから意
外と体力が必要だよ。

みんなが気持ちよく利用できるように、本の整理を毎日しっか

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

りやっているんだよ。
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図

図書館の資料をより多くの方に届けるため、利用者と図書館をつなぐ役割を担ってくださっている

新型コロナウイルス感

方々をご紹介します。今年は新型コロナウイルス感染症の影響で思うように活動できない状況です

染症の影響で外出を控え

が、早期の活動再開のために準備を進めています。

る時期が続き、今までよ

●子どもに楽しいおはなしの世界を届ける

書

図書館では、図書館おはなしボランティアと図書館職員との協働でおはなし会を開催していま

減ってしまった方もいる
と思います。今まではブ

第１回 資料を検索してみよう
府中市立図書館ホームページはこちら
https://library.city.fuchu.tokyo.jp

す。おはなし会は、１・２歳児と保護者を対象とした「ちいさい子のためのおはなし会」、３歳

ラウジング（書棚を歩いて見ながら本を選ぶ方法）で読みたい本を探していた方も、事前に本の題名を調べた

以上の子どもを対象とした「おはなしの森」があります。

り、予約してから来館するようになった方が多いのではないでしょうか？

図書館おはなしボランティアの皆さんは、絵本の読み聞かせやおはなしの語りなど、子どもと
本をつなぐ役割を担っていただいています。また、保健センターの３・４か月児検診の際に実施
している「赤ちゃん絵本文庫」では、待合室の親子への絵本の紹介や読み聞かせなどを通して、

館

り 図 書館 に 来る 回 数 が

お家での上手な資料の探し方

赤ちゃんが絵本と触れ合える場づくりに貢献していただいています。

そこで今回からは、府中市立図書館のホームページを使って読みたい資料を自宅でスムーズに見つける様々
な方法をご紹介します。
府中市立図書館ホームページを開いて、トップページ＞調べる＞資料詳細検索 に進むと、条件を細かく指定
できる「いろいろ検索」のページがでてきます。今回は検索条件を使う時のポイントをご紹介します。

募集について
おはなしボランティア
現在は募集しておりませんが、市主催の講習を修了した方に活動していただいております。

を
支

●ハンディキャップを持つ方に読書のよろこびを届ける
「書名」や「著者名」をはっきり覚えていな

活字での読書が困難な方を対象に、中央図書館の対面朗読室において希望する資料の朗読を実
施している「対面朗読ボランティア」やデイジー図書（本を音声化したデジタル図書）の作成を

い場合は、覚えている単語をすべて平仮名かカタカナ

行っている「音訳ボランティア」が活躍されています。また、図書館へ来館することが困難な方

（全角）で入れてみましょう。漢字が間違っていると

のご自宅に資料を宅配している「宅配ボランティア」、子どもが自分に合ったかたちで読書を楽

ヒットしません。目次に書いてあるような各章のタイト

しめるように布の絵本（絵をボタンやマジックテープではずしたり、くっつけたりして、さわっ

ルも「書名」から検索することができます。

て楽しむことができる布製の絵本）の作成を行ってくださる「布絵本製作ボランティア」など多

検索条件のプルダウンを下ろすと「内容」が選択で

くのボランティアの皆さんがハンディキャップサービスを支えてくださっています。

きます。「内容」を選ぶと、本の内容紹介や著者紹介を
検索範囲にすることができます。

募集について

え

※資料によっては目次や内容詳細のデータがなく、ヒットしない場合

対面朗読、音訳ボランティア

があります。

市主催の講習を修了した方に活動していただいております。募集の際は、「広報ふちゅう」などで
お知らせいたします。
宅配ボランティア
宅配地域によっては現在募集中です。中央図書館ハンディキャップ担当へお問合せください。

る

布絵本製作ボランティア
現在は募集しておりませんが、募集の際は「広報ふちゅう」などでお知らせいたします。

●身近な人と一緒に本を楽しむ

方
々

件名（件名標目）は各資料の主題にあわせて付けられて
おり、ベースになっているのは日本図書館協会が編集した『基本件

府中市立図書館には約150万冊の図書資

名標目表』です。資料の主題となるような言葉を幅広い分野から集

料があります。たくさんの資料の中から

め、約7,800件が掲載されています。それぞれの図書館が独自の件

読みたい資料をスムーズに探せるよう

名を作ることもあり、府中市立図書館では「大國魂神社」「くらや

に、工夫してみてくださいね。

団体貸出を利用して、地域の皆さんへ本を紹介している方々もいらっしゃいます。

み祭」「ラグビーのまち府中」など府中市ならではの件名を作成し

図書館では、読み聞かせグループなど、教育の振興や文化の向上のために活動している府中市

ています。

内の団体に対して団体貸出をしています。団体の活動の中で図書館資料をご利用いただくことに
より、市民の皆さんが本に親しむ機会を広げていただいています。

例えば「アサガオ」についての本は、必ず「書名」に「アサガオ」

団体登録について

と入っているわけではありません。そんなとき、「件名」に「アサガ

登録の要件は、中央図書館へお問合せください。その後の申請受付は、市内各図書館で行っています。

オ」と入力すれば、その主題にそった本を漏らさず検索することができ

ます。またタイトルに「アサガオ」と入った小説などの全くジャンルの
それぞれ活動の形は違いますが、図書館活動を支えていただいています。図書館はこうした市民の皆
様に支えられて、より多くの方に本を届けることができるのです。

異なる本を除いて検索することができます。

＜参考＞
『基本件名標目表』日本図書館協会件
名標目委員会／編 014/ｷ
『情報資源組織演習 現代図書館情
報学シリーズ 10』小西 和信／編著
田窪 直規／編著 014/ｼﾞ
『ベーシック司書講座・図書館の基礎と
展望 3 情報資源組織論』二村 健／
シリーズ監修 010/ﾍﾞ/3
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～府中市立図書館の感染 症対策とご協力のお願い ～
私たちの生活様式を一変させた新型コロナウイルス感染症。図書館も国の緊急事態宣言を
受けて臨時休館いたしました。その後段階的にサービスを再開し、現在ではおおむね通常ど
おりのサービスを行っています。開館にあたっては、次の感染症対策を実施しています。

府中市立図書館の感染症対策

【ブックポストの処理】
ブックポストに返却された本を一定期間保管
しています。

・館内の清掃、消毒、換気

※おはなし会を含む全ての行事は、新型コロナウイルス感染症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。
※開催にあたり、マスク着用、手指の消毒、ソーシャルディスタンス、換気等の
感染症対策にご協力ください。

・カウンターの透明ビニールシートの設置
・フロアマーカーの表示（約２メートル間隔）
・職員のマスクまたはフェイスガードの着用
・ブックポストへの資料返却の周知

10月～12月

ご案内

10・11月は段階的におはなしの森を再開します。
12月の日程については、決まり次第図書館ホーム
ページ等でお知らせします。
※感染症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）

■ 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

▽日時 10月11日（日）、12月12日（土）
午後３時～３時45分
▽会場 中央図書館 おはなしのへや
▽対象 小学４・５・６年生
▽定員 １５名
▽内容 テーマは、
10月「小さな生きもの」
12月「て・て・て・手！」

10・11月の第1・3木曜日

・資料の取扱いの際の手洗いと消毒

●地区図書館

・返却資料の一定期間保管後の処理

日程／
【視聴覚資料の消毒】
ケースや中身が壊れすいため、窓口への返却を
お願いしており、その都度消毒しています。

【館内OPACの消毒】
ご利用の際は、手洗いもお願いいたします。

行っています。

〈おはなしの森〉

日程／

（※視聴覚資料・相互貸借資料を除く）

「おはなしの森」では絵本や昔話の読み聞かせを

紅葉丘図書館 ――――― 10月7日(水)

中央図書館では、一つのテーマにそって、何冊かの本を紹介
するブックトークを開催します。
よむよむ探検隊員手帳を差しあげます。ぜひ、お越しください。

よむよむ探検隊員手帳

白糸台・片町図書館 ―― 10月14日(水)
新町・是政図書館 ――― 10月21日(水)
住吉図書館 ―――――― 10月28日(水)
押立・宮町図書館 ――― 11月4日(水)
白糸台・西府図書館
武蔵台図書館

―― 11月11日(水)

―――― 11月18日(水)

四谷図書館 ――――――11月19日(木)
生涯学習センター図書館 ―― 11月25日(水)

ご来館の際は次の感染症対策にご協力をお願いします。

ご協力のお願い
・発熱や風邪症状のある方は入館をお控えください。

・入館の際は、マスクを着用してください。

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 開催日の1週間前より、実施館に電話または
ご来館でお申込みください。

〈ちいさい子のためのおはなし会〉

（※着用がない場合入館をお断りすることがあります）
・入館の際や、図書館の資料を読む前後には必ず手を洗ってください。
・館内は2時間以内でのご利用をお願いします。

当面の間、ちいさい子のためのおはなし会は
中止します。

おめでとうございます！
文部科学大臣表彰
図書館おはなしボランティアとしてご
協力いただいている団体「絵本だいす
き」が、このたび令和２年度子供の読書
活動優秀団体として文部科学大臣から
表彰されました。長年にわたり、読み聞
かせを通じて乳幼児とその保護者に絵
本の楽しさを伝えていただいています。

・時間を要するお問合せは、電話またはメールでお願いします。

・フロアマーカーを目印に、人との距離（約２メートル）を確保してください。

■ 冬のおたのしみおはなし会

・返却はブックポストをご利用ください。（※視聴覚資料・相互貸借資料を除く）

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。冬のおたのしみおはなし会では、絵本や昔話、手
遊び、紙しばいなどを行います。手作りプログラムの配布もします。
ぜひ、お越しください。

・通常よりも時間をかけて返却処理を行っています。お時間がかかることをご承知おきください。
ウイルスは水で洗い流すことで数を減らすことができるほか、マスクは飛沫感染の予防に

加え、無意識に口や鼻を触ることを防ぐことができます。今後も利用者の皆さまの安全を最
優先と考え、安心して本の世界を楽しんでいただけるよう、感染症対策に努めてまいります。

▽日時
▽会場
▽対象
▽定員

12月17日（木）午後3時半～4時15分
中央図書館 おはなしのへや
３歳～小学生
15名（事前申込制）
昨年度の手作りプログラム

昨年度の絵本だいすきおはなしキャラバンの様子

