――1

中央図書館に
「健康・医療情報コーナー」 が
できました！

府中市

図書館
だより
57
第

現代はインターネットの普及により、誰でも気軽に健康・医療情報を入手で
きるようになりましたが、医学的に正しい情報ばかりとは限りません。
このコーナーでは、 膨大な情報の中から、信頼できる情報を見つけるため
のポイントや資料をご紹介しています。ご自身や家族の健康や病気について
考えたいとき、病院にかかる前の情報収集などに、ぜひご活用ください。
▽場所 中央図書館4階 がん情報コーナー隣
▽内容
・「新型コロナウイルス感染症」に関する行政機関等
からの情報
・「新型コロナウイルス感染症」に関する書籍
・『健康・医療情報の探し方』（インターネット情報編・
図書資料情報編）
…図書館で作成した調べ方案内です
・『闘病記リスト』
…府中市立図書館に所蔵している、同じ病気など
を経験した人の体験記を集めた図書リストです
・がんに関する本（国立研究開発法人国立がん研
究センターからご寄贈いただいた、最新の治療法
等が掲載されている「がん情報ギフト」他、がんに
関する書籍があります）
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ぶっくんの
職場体験②

※今後も状況にあわせ、市民の関心の高い健康・医療情報を提供していく予定です。

今回も、市内の中学生に代わりぼくが職場体験に挑戦！

予約した本が用意できるまでの過程や、本を手に取ってもらうための工夫をいろ
いろと体験するよ。今回は普段見ることが出来ない場所も紹介するね。

自動出納書庫（オートライブラリー）・予約本引き抜き業務
中央図書館の地下には「自動出納書庫」という大きな書庫があ
るんだ。図書館システムで管理されていて、約７０万冊の資料を

自動出納書庫には、
コンテナに入った本が
上から下までたくさん！

納めておくことができるんだ！利用者からの要望が入ると地下から
本を呼び出して、図書館カウンターのある3階や４階まで機械が本を運んでくれる
仕組みだよ。職場体験では、この呼び出し業務ができるよ。
3階・４階の書架（本棚）から予約が入った本を集める「予約引き抜き」業務も
体験したよ。予約本リストを見ながら本を探すときは、宝さがしみたいな気分に
なって、ちょっぴり楽しくなっちゃった！集め
た本は、処理をして利用者の方が受け取り
を希望する図書館へ運ばれていくよ。

取り出したい資料の情報を入力すると、
地下の書庫から３階・４階の取り出し口まで、
機械でコンテナを運んでくるんだよ

展示物作成
職場体験生には好きな本やオススメの本を紹介するポップや、ポスターを作ってもらっているよ。毎回作品の

イメージを絵や切り絵で表現したり、面白さが伝わるあらすじをどうしたら書けるか、とても考えながら作って
いるんだって。中央図書館4階のＹＡコーナーに飾ってあるので、ぜひ見つけてみてね。

お家での上手な資料の探し方
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今 回 は 児 童 書（子 ど も
の 本）の 探し 方を ご紹 介
第3回 児童書（子どもの本）を探してみよう！
します。
「こ のキ ーワー ドで 子
府中市立図書館ホームページはこちら
ども向けの本を探した
https://library.city.fuchu.tokyo.jp
い」「こ の キ ー ワ ー ド の
紙 芝居 を探 した い」と い
う時に、キーワードだけで検索すると、大人向けの本も混ざって資料がヒットしてしまい、探しにくく
なったことはないでしょうか。
そんな時、キーワードの入力とともに「資料の種類」を選択することで、資料の利用対象などを指定
して探すことができます。今回は、子ども向けにやさしく表記された「こどものページ」から検索して
みましょう。
（一般向けの検索画面でもご利用いただけます）
府中市立図書館ホームページから
トップぺージ＞「こどものページ」に進みます。
くわしい検索は
ここをクリック！

トップページ右側の
小鳥のアイコンが目印です

探したい資料の種類にチェックを入れます
■子どもの本…児童書から本を検索します
■かみしばい…紙芝居から検索します
■中高生の本…中高生（ヤングアダルト）向けの資料
から本を検索します。（一般の検索画面
では「YA」と表示されます）
※こどものページの検索は、はじめから「子どもの本」に
チェックが入っています

①
②

「図書館だより55号」でご紹介した、ひら
がなやカタカナでのキーワード検索でご利用
いただけます。
例：「まほうつかい」がタイトルに含まれる
児童書を探してみましょう。
①「子どもの本」にチェック
②「本の名前」に「まほうつかい」を入力し
「さがす」ボタンをクリック
→児童書の中からタイトルにキーワード「ま
ほうつかい」が含まれる本が検索できます。
また、紙芝居から探したい場合は「かみし
ばい」にチェックを入れて検索すると、紙芝
居の中からタイトルに「まほうつかい」が含
まれるものを検索することができます。
※「資料の種類」を複数選択した場合、選択した
すべての資料から検索されます。

★まめ知識★
「せいきゅうきごう」の左から2番目の枠に半角大文字で「E」を入
力 し、資 料の種類「子ども の本」を選んで 検索する と、指定 した
キーワードを含む絵本を検索することができます。
※言語区分を指定しない場合、外国語の絵本も一緒に表示されます
※府中市立図書館では、児童書の絵本に「E」の記号を付けて分類しています

「こどものページ」は、やさ
しい言葉で書かれた利用案内
や、おはなし会の案内、地域
の調べものに役立つ「こども
府中はかせ」のページなど、
子ども向けの図書館情報をまとめたペー
ジです。
「本のリスト」は子ども達におすすめし
たい本ばかりです。
どうぞご覧ください。
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ご案内

4月～6月

４月２３日(金)は
子ども読書の日！
毎年４月２３日は「子ども読書の日」です。
図書館では、この期間にあわせて、楽しいイベントを
行います。ぜひお越しください！

※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～

■ 親子DEおはなし会
▽日時

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)※5月は第2・3木曜日
4月 1日(木)・4月 15日(木)
5月 13日(木)・5月 20日(木)
6月 3日(木)・6月 17日(木)

4月25日(日)
午後10時30分～10時45分
▽会場 中央図書館
▽対象 1・2歳児と保護者
▽定員 先着１0組
▽申込み 事前申込制。3月21日（日）より電話
またはご来館にてお申込みください。
▽内容 絵本の読みきかせほか
▽語り手 おはなしボランティア「えほんだいすき」の
みなさん ほか

○地区図書館(隔月開催※白糸台のみ毎月)
紅葉丘図書館
4月 7日(水)・6月 2日(水)
白糸台図書館
4月 14日(水)・5月 12日(水)・6月 9日(水)
片町図書館
4月 14日(水)・6月 9日(水)
是政・新町図書館
4月 21日(水)・6月 16日(水)
住吉図書館
4月 28日(水)・6月 23日(水)
西府・押立・宮町図書館
5月 12日(水)
武蔵台・四谷図書館
5月 19日(水)
生涯学習センター図書館
5月 26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にてお申し込み
ください。
※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）

〈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。

■ おはなしいっぱいの会
▽日時

4月25日(日)
午後1時30分～2時15分
▽会場 中央図書館
▽対象 3歳以上の方
▽定員 先着15名
▽申込み 事前申込制。3月21日（日）より電話
またはご来館にてお申込みください。
▽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

■ 読書キャンペーン
「たびたびよんで本のたび
～みんなでいただきま～す！」
▽日程 4月10日（土）～5月16日（日）
▽場所 中央・各地区図書館
▽内容 「たべもの」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「たべもの」シールを1枚プレゼント！12
枚集めると、さらにごほうびシールを差し上げます。
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図書館講演会開催報告

岐路に立つアメリカ社会 ～『産獄複合体』とその歴史から考える～
東京外国語大学世界言語社会教育センター講師 大鳥由香子先生をお招きし、ア
メリカ社会における人種差別について大鳥先生のご専門である歴史学の視点から、
感染症対策を講じたうえでご講演いただきました。
令和２年５月にミネソタ州で黒人男性が白人警察官に殺害されたことを受けBlack
Lives Matter運動と呼ばれる差別への抗議運動が盛んになりましたが、こうした運動
は今に始まったことではなく、長い歴史がありました。
1865年に南北戦争が終わり奴隷制度は廃止されたはずでしたが、実際は多くの黒
人が些細な理由で逮捕され、強制的に働かされるようになりました。
「産獄複合体」とは、既存の「軍産複合体（国の軍事と産業が強く結びついた状
態）」という言葉にかけた表現ですが、アメリカでは刑務所運営を民間企業へ委託す
ることが珍しくなく、ひとつの産業になっており、世界の収監人口のおよそ4分の1が
米国に集中しているとされています。黒人が些細な理由で警察に声をかけられるこ
とも少なくないのが現状です。
かつて公共機関や学校を白人用と有色人種用に分けていたような人種隔離法（ジ
ム・クロウ法）は地道な公民権運動により撤廃されましたが、今でも
課題が残っていることを講演をとおして知ることができました。

図書館のホームページには「関連資料リスト」を掲載しています。
大鳥先生に選んでいただいた推薦図書のほか、奴隷制度や公民
権運動など、関連する資料を多数掲載しております。ぜひご活用
ください。
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★の催しは予約制です

POPを作ろう！（館内募集）

10日(土) ～ 5/16(日)

4月

5月
6月

「たびたびよんで本のたび～
みんなでいただきま～す！」

18日(日) 図書館ガイドツアー★
25日(日) 親子DEおはなし会★
25日(日) おはなしいっぱいの会★

■休館のおしらせ
▽蔵書点検のため、次の日程で休館します。

館名

19日(水) ～ 6/20(日)
POPを作ろう！（館内展示）

6月

宮町

14日(月)～16日(水)

6月

生涯学習

16日(水)～18日(金)

20日(日) 図書館ガイドツアー★
※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。

お
問
合
せ
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
https://library.city.fuchu.tokyo.jp

