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ご あいさつ
新年あけましておめでとうございます。
昨年は、世界中で新型コロナウイルス感染症が拡大し、多くの方々が
苦しい思いを強いられた年でした。当館においても感染拡大防止のた
め一時臨時休館しましたが、再開後は感染防止対策を講じると
ともに、利用される皆さまにもコロナ禍での利用ルールをお守り

号

いただき、幸いにも大事なく新年を迎えることができま
した。今もなお、感染は続いていますが、安心して
図書館をご利用いただけるよう一層対策に努め
てまいりますので、本年もよろしくお願いします。

府中市立図書館長
平野 妙子

令和3年1月4日号
発行 府中市立図書館

●データベース利用サービス
新聞記事やコラム、辞典、法律・判例、理科年表、行政、明
治時代以降の雑誌検索、ビジネス情報、子ども向け辞典な
ど、現在１３のオンラインデータベースが、中央図書館４階にあ
るデータベース用パソコンから無料でご利用いただけます。
また、「国立国会図書館デジタルコレクション」は、どなたでも閲
覧できるインターネット公開資料に加えて、図書館送信限定で絶版
等の理由で入手困難な貴重な資料約１５０万点ものデジタル化資
料も閲覧していただけます。（図書館送信限定資料は市内に在住・
在勤・在学の図書館利用カードをお持ちの方に限ります）

●音楽配信サービス
市内に在住・在勤・在学資格での図書館利用カードをお持ちの方
向けのサービスです。クラシック音楽を中心とした配信サービス
で、ご自宅のPCにインターネット環境があれば、図書館カウンター
でのお申込みから１週間の間、いつでも音楽を楽しむことができま
す（地区図書館でも申込できます）。参加レーベルが増え、現在、
約２２０万曲が登録されているので、リピート利用も楽しめます。

●読書に困難を感じている方へのサービス
対面朗読などのサービスに加えて、中央図書館には文字や写真
を画面に大きく映す拡大読書器や、印刷物を音声で読み上げる機
器などをご用意しています。さらに、３階の児童室には、大きい文字
で書かれた大活字本や、ボタンやマジックテープをつけたり外した
り、でこぼこした文字やいろいろな素材でできた絵を触って楽しむ布
の絵本やさわる絵本などの子ども向けの本を集めた「りんごの棚」が
あります。ご自分にあった読書をお楽しみください。

●外国語資料サービス
２００７（平成１９）年の現中央図書館の開館に合わせて新設したこ
のコーナーでは、利用される皆さまが広く外国の言語・文化に親し
んだり、府中市に在住・在勤・在学する外国の方に向けた情報の取
得などのニーズにお応えしています。
所蔵本約１万５千冊は、全て外国語で、英語や中国語をはじめ
約１７を超える言語の資料をご用意しています。中には未邦訳の外
国本も選書していますので、ぜひお手に取ってみてください。

図書等の貸出・閲覧以外の
中央図書館のサービスの一部をご紹介します。身
近な図書館で情報を入手して、
新たな年の生活に潤いを足してみませんか！
●ウィーンコーナー
１９９２（平成４）年に、府中市とオーストリアのウィーン市ヘルナル
ス区は友好都市協定を結びました。以来、ヘルナルス図書館と府
中市立図書館との間で、手紙や資料などを交換し交流を続けてい
ます。
このコーナーには、ヘルナルス図書館から寄贈された本やＣＤの
閲覧や貸出に加えて、本市使節団がヘルナルス区に訪問した際、
当時の区長から贈呈されたシュランメル音楽（ウィーンの民俗音
楽）を奏でる音楽隊員の人形やヘルナルス区の街並みの写真など
もご覧いただけます。

●特集展示（コーナー）
季節やイベント、行事、府中市の取組み等のテーマを決め、図
書館に所蔵している資料を、地区館も含めた全館で定期的に
テーマを替え、特集を組んで展示しています。
テーマに沿って選書した本は、展示コーナーで表紙を見せて展
示するなど、気になった本の隣にある本にも手が伸びてしまうよ
うな魅力的な展示となるよう演出しています。ちなみに中央図書
館では、「めでたい」と「つくる責任 つかう責任」をテーマに展示
しています。

●ＹＡ（ヤングアダルト）コーナー
中学生・高校生を中心とした１０代（ヤングアダルト）の皆さんの心
身の発達成長過程の中で、読書は大きな心の支えとなります。図
書館全館で、人気小説をはじめ人間関係や進路、恋愛、身体など
の悩み解決のヒントになる本をコーナーにご用意しています。中央
図書館のＹＡルームではグループでの学習の利用や、中・高生が
おすすめする「My Favorite Things」の企画展示もあります。

★サービス利用の詳細については、
図書館にお問合わせください。

自宅で本の題名を調べた
り、予約をしたりするとき
に便利なホームページの使
い方をご紹介します。今回
は「本のタイトルはわから

お家での上手な資料の探し方
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第２回 ジャンルや分類から探してみよう
府中市立図書館ホームページはこちら
https://library.city.fuchu.tokyo.jp

ないけれどこんなテーマの
本が読みたいな」というときに使える「NDC分類検索」や本のリストをご紹介します。府中市立図書館ホー
ムページのトップページ＞調べる＞資料詳細検索 の画面から始めてみましょう。

まずは「NDC分類検索」。図書館の本
にはNDC（日本十進分類法）に基づいた
内容ごとに番号がついており、本はその
番号順に棚に並んでいます。今回は「神
社」がテーマの本を探してみましょう。
哲学関係の本は１類
で、
その中でも神道の
本は170番台です。
170を選択すると候
補が出てくるので、
さ ら に「神 社」に 関
す る「175」に 絞 り
ます。

必要に応じて出版年月などを入れて
検索することができます。
「神社」に関する本がず
らっと出てきました！
図書館のホームページで
これ らの機能を使 うこと
で、図書館の本棚から本を
選んでいるように、面白い
本に偶然出会えることもあ
る か も し れ ま せ ん。ぜ ひ
使ってみてくださいね。

「貸出・予約ベスト」は過去２ヶ月で最も
多く貸出・予約された資料ベスト20を見る
ことができます。「新着資料」は最近1ヶ月
の間に蔵書に加わった資料を見ることができ
ます。「テーマ資料」では下記のような様々
なリストを掲載しています。
①特集（季節や話題のテーマに沿って集めた本）
②こども
（季節や行事などに合わせて集めたこどもの本）
③おはなしの森
（３歳〜小学生のためのおはなし会で読んだ本）
④ちいさい子のためのおはなし会
（１・２歳児のためのおはなし会で読んだ本）
⑤よむよむ探検隊
（小学４〜６年生のためのブックトークで紹介した本）
⑥こども向け本
（おすすめの本や読み聞かせに向く本）
⑦医療に関する本
（がんに関する情報や健康に役立つ本）
⑧ラグビーのまち府中
（ラグビーをもっと楽しむための本）
⑨りんごの棚向け本のリスト
（布の絵本やさわる絵本、点字のついた本）
⑩小学生に役立つ調べもののリスト
（調べ学習で参考になる本）

表示する順番を並べかえることもできます
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子ども向けイベント
ご案内

1月 3

※予定は変更になる可能性があります。

〈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／
押立・宮町図書館

―1月 6日(水)

中央図書館

―1月 7日(木)・1月 21日(木)

白糸台・西府図書館

―1月 13日(水)

武蔵台図書館

―1月 20日(水)

四谷図書館

―1月 21日(木)

生涯学習センター図書館 ―1月27日(水)

時間／ 午後3時30分～3時50分
対象／ 3歳～小学生
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。

※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）
※2月以降の日程については、決まり次第図書館ホーム
ページ等でお知らせいたします。

〈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
致します。

■ 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、一つのテーマにそって、い
ろいろなジャンルの本を紹介するブックトークを
開催します。
参加された方には“よむよむ探検隊員手帳”を
プレゼント。スタンプが押せます。ぜひ、お越しく
ださい！
・日時：２月１３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 申込不要 直接会場へ
・内容：テーマ「地面の
下のひみつ」

8月(今年度
初回)の様子

■ おたのしみ福袋
昨年６月、館内の利用を制限した中で実施し、
好評をいただいた、児童書のおたのしみ袋が帰っ
てきます。どんな本が入っているかは、開けてか
らのおたのしみ！年の初めに、みなさんが良い本
と出会えますように☆
今回は中央図書館をはじめ、市内全館で実施し
ます。
・日時：１月４日（月）～１月１７日（日）
各図書館の開館時間中
・会場：市内図書館
・対象：０歳～小学生（館によって対象年齢は異なります）
・内容：対象年齢に合わせて、図書館職員おす
すめの本を袋詰
めしています。ご
希望の袋を選
び、カウンターで
貸出手続きをし
てください。

6月実施“おたのしみ袋”の様子
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「心を開く本と動物の力～刑務所や少年院での実践から～」開催報告
令和2年10月25日（日）に、今年度初となる図書館講演会「心を開く本と動物の力 ～刑務所や少年院での実践
から～」を開催しました。本来であれば昨年の3月に開催を予定していた講演会です。講師は、作家・ジャーナリ
ストの大塚敦子氏。『ギヴ・ミー・ア・チャンス 犬と少年の再出発』（講談社）、『<刑務所>で盲導犬を育て
る』（岩波書店）等、心に響く多くの作品を書かれた大塚先生のお話を楽しみにしていた方もたくさんおられまし
たが、2月の終わり頃から続く新型コロナウィルス感染症流行のために中止の決断をしなければなりませんでし
た。今回、同じテーマで改めてご講演をいただくことができ、参加された方からも喜びの声が聞こえました。
講演会では、受刑者・入所者のための、動物を介在した様々な治療・更生プログラムについてご紹介いただき
ました。その中でも先生がアドバイザーをされている、島根あさひ社会復帰促進センターの「盲導犬パピー育成プ
ログラム」や、千葉の八街少年院で始められた保護犬を家庭犬に育て上げるドッグ・プログラム「GMaC」のお話
で心を動かされた人も多いと思います。GMaCは、“Give Me a Chance”（ぼくにチャンスを）の頭文字をとって名
付けられたものです。
入所者は多くの課題を抱えていますが、犬の訓練を
科学あそび
通してスモール・ステップで成長することを学びま

「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～」開催報告
令和２年１１月１日(日)に科
学読物研究会の坂口美佳子先生
をお招きし、小学生を対象とし
た科学あそび「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～」を開催しまし
た。光の色や見え方について
LEDライトなどで実験したり、
液晶画面などに使用される「偏光板」については、手品を
楽しみながら仕組みを学びました。「虹ってなに色？」
「赤と青の光をたすと、なに色になると思う？」という先
生の問いかけに、参加した小学生たちも元気いっぱいに答
えてくれました。最後に、偏光板を使用しオリジナルのス
テンドグラスをつくり、おみやげにしました。
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す。育てた犬が盲導犬・家庭犬として巣立っていく時
の、達成感と安堵感、そして別れのつらさを経験する
ことで、生き直しの手がかりを得ることができるのだ
そうです。何も言わずに寄り添い、無条件に人を受け
入れてくれる動物たちが、どれほど人間の救いとなっ
ているかを知る、深い学びのある講演会となりました。

■休館のおしらせ
▽蔵書点検のため、次の日程で休館します。

日程

館名
2月

西府
新町

3月

武蔵台
紅葉丘

15日(月)～17日(水)
1日(月)～3日(水)

定

★の催しは予約制です

1月

30日(土)

レファレンス講座「馬と馬術競技の魅力

～オリンピアンの知る、馬術の世界～」★

13日(土) 本の病院

2月

21日(日)

小学生のためのブックトーク よむよむ探検隊
図書館ガイドツアー★

21日(日)

3月

図書館講演会「正しく知って 正しく対策
～新型コロナウイルスに関する基礎知識」★
31日(水) 図書館体験ツアー★

※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。

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。

■全館休館のお知らせ
▽全館の臨時休館について
2月1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。ご了承ください。（府中市
HPに掲示します）

※2月22日(月)はルシーニュの休館のため、市政
お
問 情報センターの取次はありません。
合
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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

