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図 書 館 講 演 会
事前申込み
受付中

もう一つの世紀末ウィーン
～多「民族」社会における人々の暮らし
ウィーンといえば、ハプスブルク家の大帝国として栄えた歴
史や１９世紀末に花開いた芸術文化のイメージもありますが、今
回は「普通の人々」、とくに下町の労働者や職人の暮らしに目を
向けます。帝国各地から多様な民族が集まっていたといわれる
ウィーンでの生活や労働者文化とはどのようなものだったので
しょうか。ウィーンの働く人の暮らしをのぞいてみませんか。
▽日時 令和元年１０月１３日（日）午後２時～４時
▽会場 ルミエール府中 市民会館２階 講習会議室
▽講師 古川 高子（ふるかわ たかこ）氏

府中市
■ご利用ください！
地区図書館の図書リサイクル
地区図書館では毎年1回、10月にコーナーを
設けて図書のリサイクルを実施しています。
今年も行いますので、ぜひご利用ください。
▽日時 10月8日(火)～10月27日(日)の開館日
9時～17時(生涯学習センター図書館の
平日は19時まで)
▽場所 各地区図書館内(押立図書館を除く)
※持ち帰り冊数は１人20冊までです。手さげ
袋をご持参ください。在庫がなくなり次第
終了します。詳細は各地区図書館までお問
い合わせください。
※10月の臨時休館日をご確認ください。

（東京外国語大学世界言語社会教育センター特任助教）

▽対象 高校生以上一般
▽定員 先着４０名（無料）

レ フ ァ レ ン ス 講 座

「令和」の由来、『万葉集』を知る
昨年のレファレンス講座「百人一首入門」の講師、吉田裕子
氏に、今回は新元号「令和」の出典となった『万葉集』を解説し
ていただきます。

※図書館講演会・レファレンス講座の申込みは
午後７時までに中央図書館５階事務室へ電話または来館
★の催しは予約制です
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館名

日程

10月

住吉

7日(月) ～9日(水)

11月

中央

18日(月)～20日(水)

12月

是政
片町

2日(月) ～4日(水)

▽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

定

館名
11月

とことん楽しむ！ワールドカップ2019

武蔵台

17日(日)～23日(土)

13日(日) よむよむ探検隊「そんなこと、ある？」
13日(日) 図書館講演会 もう一つの世紀末ウィーン
～多「民族」社会における人々の暮らし ★
（中国語・韓国語の対応可）

23日(水・休館日) 親子DE読書 ★

11月

9日(土)
よむよむ探検隊「飛んで 跳んで どこまでも」
9日(土)
手作り本を作ろう 楽しい製本教室 ★
10日(日) レファレンス講座「令和」の由来、
『万葉集』を知る ★

23日(土)・30(土) 絵本作家になろう！ ★

12

月

7日(土)
よむよむ探検隊「ようこそ！動物たちの世界へ」
21日(土) 図書館は宝の山 ★
22日(日) 図書館ガイドツアー ★

■布の絵本・さわる絵本を展示します
布の絵本・さわる絵本は障害のあるお子さん
に絵本を楽しんでもらえるように作られた、手
触りや形などを触って楽しむ絵本です。ぜひこ
の機会にご覧ください。
▽期間 10月1日(火)～10月31日(木)の開館日
▽時間 9時～17時(月、水、金、第1・第3土曜日)
9時～19時(火、木)
お
問 ▽会場 府中市立心身障害者福祉センター
合
「きずな」(府中市南町5－38)
せ
詳細は中央図書館までお問い合わせください。

OPAC検索案内のお知らせ
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。
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とことん楽しむ！

ラグビーワールドカップ2019
＜ラグビーのまち府中＞企画展開催中

令和元年9月30日
発行 府中市立図書館

★ ★ ★ 内 容 も り だ く さ ん ！ ★ ★ ★
＊ラグビー基本ルールの解説＊

＊おすすめスポーツ小説（募集）＊

初心者にもわかりやすい、
ラグビー観戦を楽しむため
のコーナー

みんなのおすすめスポーツ小説を会
場内で募集中。掲示しているみなさ
んからのおすすめの中に 、
「私も読ん
だ！」
「私もおススメ！」という本が
あったら、会場にあるラグビー
ボール型の「わたしも！」シー
ルを貼りましょう。

お
問
合
せ

＊ラグビー関連資料の展示＊
テーマ別資料の展示。もちろん貸出可！
●世界のラグビー、日本代表
●学生・社会人ラグビー
●7人制ラグビー
●観戦する・プレーする
●ラグビーがテーマの小説
●その他、ラグビーに関する資料

＊パネル展示＊
雑誌『ラグビーマガジン』
（ベー
スボール・マガジン社）の専
属カメラマン、松本かおり氏
の写真パネルを展示。

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

＊＜ラグビーのまち府中＞
関連イベントの紹介＊
市内で開催されたイベント写真
などの展示。

日程

〈ラグビーのまち府中〉企画展

19日(土) 図書館ガイドツアー ★

図書館
だより
52

▽会場 中央図書館４階 多目的室
▽時間 午前９時～午後１０時（※開室時間を延長しました）
▽実施期間 ９月１日（日）～１１月上旬

■休館のお知らせ
▽蔵書点検のため、次の日程で休館します。

▽日時 令和元年１１月１０日（日）午後２時～４時
▽会場 ルミエール府中 市民会館１階 第１・２会議室
▽講師 吉田 裕子（よしだ ゆうこ）氏（国語講師）
▽対象 中学生以上一般
▽定員 先着４０名（無料）
▽受付開始日 １０月１１日（金）

ラグビーワールドカップ２０１９が９月２０日（金）の開会式・開
幕戦を皮切りに、１１月２日（土）まで開催されています。図書
館では開催期間にあわせ、ラグビーをとことん楽しむ企画展
を実施中！ファンの方もそうでない方も、ぜひお越しください。

府中市を舞台にドラマ化！『ノーサイド・ゲーム』
９月１５日に最終回を迎えたＴＢＳテレビ日曜劇場「ノーサイド・
ゲーム」。池井戸潤氏の最新書き下ろし同名小説を原作に、府中を舞
台に撮影されました。

『ノーサイド・ゲーム』

＊ラグビーワールドカップ２０１９
試合日程＊
試合結果も随時表示しています。
みんなで楽しめるパブリッ ク
ビューイングの日程もご案内。

池井戸 潤／著（ダイヤモンド社）913.6/ｲ
主人公は会社のお荷物ラグビー部のゼネラルマネージャー
を任された君嶋隼人。ラグビー素人ながら、本社で培ったマ
ネジメント能力でチームを再生させていきます。

『日曜劇場ノーサイド・ゲーム府中市ロケ地マップ』
F778/10/ﾆ
市内のロケ地を紹介したマップもあります。馬場大門のケ
ヤキ並木や郷土の森博物館など、ドラマで見掛けた場所を訪
れてみませんか。

中央図書館特集展示

図書館員からのパス～
図書館＋ラグビー＝

？

手づくりポップによる本の紹介あり、図書館
の本を参考にチャレンジした結果の報告あ
り…ラグビー用語に結びつけて本を紹介する
市民文化の日の特別展示です。
▽日時 １０月１３日（日）から
▽場所 中央図書館 ３階特集棚
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〈おはなしの森〉

第2回
世界中から厳しい選考基

府中市ゆかりの
オリンピアン・
パラリンピアン

準を超えた選手が集うスポー
ツの祭典オリンピックとパラリン
ピックに、府中市にゆかりのあ

（『広報ふちゅう』より。敬称略。府中市との関連は広報掲載当時。）
出場競技（府中市との関連）

平成28年（2016年）リオデジャネイロ

豊島 翔平

る選手も出場しているのをご
存知でしょうか。

●中央図書館

■府中市ゆかりの出場選手
選手名

オリ

徳永 祥尭

室屋 成

サッカー男子（FC東京所属）

ると、府中市から初めてのオリンピック選手が誕生したのは1976

中島 翔哉

サッカー男子（FC東京所属）

年のモントリオール大会です。1990年代に入ると、女子選手も誕

吉田 信一

卓球競技 車椅子の部（在住）

生します。４度のオリンピックに出場された澤穂希さんは、小学生

岩淵 幸洋

卓球競技 立位の部（市内クラブ所属）

天摩 由貴

ゴールボール女子（在勤）

石川 丈則

車椅子バスケットボール男子（在勤）

『広報ふちゅう』を遡ってみ

の頃は「府ロクサッカークラブ」（府中第六小学校の先生が創設）

パラ

で当時ただ一人の女の子として男子に混じって練習をし、その
後、女子サッカーがオリンピック正式種目となった1996年のアト
ランタ大会に18歳で出場、2012年のロンドン大会では銀メダルを

平成24年（2012年）ロンドン

澤

獲得されています。また「なでしこジャパン」として国民栄誉賞を
受賞されているので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。も

オリ

う一人の銀メダリストはシンクロナイズドスイミングのチーム種目に

穂希

サッカー女子（府中市出身）

徳永 悠平

サッカー男子（FC東京所属）

権田 修一

サッカー男子（FC東京所属）

長田 まみ子 シッティングバレーボール女子（在住）

出場された川嶋奈緒子さんです（2004年アテネ大会）。初のパ

パラ

ラリンピアンは2008年北京大会に出場された長田まみ子さんで

平成20年（2008年）北京

す。出場されたシッティングバレーは、床にお尻をつけた状態で

川嶋 奈緒子 シンクロナイズドスイミング（在住）

行います。コートはオリンピックのバレーコートより小さく、ボールが

澤

スピーディーに移動し展開がとても速い種目です。他にもパラリン

オリ

ピックには多くの競技があります。そのトップレベルの戦いを観るこ
とができる機会である来年が楽しみです。
澤さんの著書には、2000年のシドニー大会前年の世界選手
権での予選敗退によりオリンピック出場を逃したことで、女子サッ
カーへの注目度が低くなり、経済不況も重なりプロ契約を打ち切

パラ

女子サッカーの未来をかけて出場を勝ち取ったそうです。オリン

えん

府中市に縁のあったトップアスリート達のたゆまぬ努力に敬意を
表し、来る東京2020オリンピック・パラリンピックでもアスリート達の

バレーボール男子（ＮＥＣブルーロケッツ）

梶山 陽平

サッカー男子（FC東京所属）

長友 佑都

サッカー男子（FC東京所属）

長田 まみ子 シッティングバレーボール女子（在住）
川嶋 奈緒子 シンクロナイズドスイミング（在住）

オリ

ピックが１つの競技に与える影響と出場への厳しさが感じられま
す。

松本 慶彦

澤

穂希

サッカー女子（在住）

石川 直宏

サッカー男子（FC東京所属）

今野 泰幸

サッカー男子（FC東京所属）

茂庭 照幸

サッカー男子（FC東京所属）

平成8年（1996年）アトランタ
オリ

すばらしい競技・演技を応援したいですね。

三浦 華子

女子体操（在住）

澤

サッカー女子（在住）

穂希

平成4年（1992年）バルセロナ
［参考文献］
『ほまれ なでしこジャパン・エースのあゆみ』
澤穂希/著 河出書房新社 783.4/ｻ
『オリンピック・パラリンピック全競技 ６』ポプラ社 78/ｵ
『広報ふちゅう』（昭和51年、平成8年、平成16年、平成20年、平成24年、
平成28年の製本版） 府中市 F318.5/10/ｺ

オリ

三浦 華子

女子体操（在住）

昭和51年（1976年）モントリオール
オリ

日時／

「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います。

〈ちいさい子のためのおはなし会〉

●中央図書館

対象 1・2歳児と保護者

日時／ 10～12月の第2・4木曜日

①10～12月の毎週木曜日 午後３時半～４時
②10月5日、11月2日、12月7日(土)
午前11時～11時半

午前10時半～11時
☆おはなし会の後に絵本のプチ講座も行います。

●地区図書館

●地区図書館

日程／

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
10月16日、11月20日、12月18日(水)

紅葉丘・押立・宮町図書館
―― 10月2日、11月6日、12月4日(水)
白糸台・西府・片町図書館
―― 10月9日、11月13日、12月11日(水)

小学生のためのブックトーク
よむよむ探検隊

新町・是政図書館
―― 10月16日、11月20日、12月18日(水)
武蔵台図書館 ―10月16日、11月27日、12月18日(水)
四谷図書館

―10月17日、11月21日、12月19日(木)

住吉・生涯学習センター図書館
―― 10月23日、11月27日、12月25日(水)

時間／午後３時半～４時

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
ももらえます。ぜひ当日ご来館ください。
▽日時 10月13日（日） テーマ「そんなこと、ある？」 市民文化の日
11月９日（土） テーマ「飛んで 跳んで どこまでも」
12月７日（土） テーマ「ようこそ！動物たちの世界へ」
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 直接会場へ

サッカー女子（在住）

平成16年（2004年）アテネ

られる不安に悩む日々も綴られています。2004年のアテネ大会
予選では、動けないほどの膝のケガを押してピッチに立ち、日本

穂希

対象 ３歳～小学生（保護者同伴可）

月

「おはなしの森」では絵本や昔話の読み聞かせを、

花岡 一夫

ヨット競技（ＦＤ級）（在住）

蒲生 晴明

ハンドボール（在住）

*オリ…オリンピック、パラ…パラリンピックの略。

おはなしキャラバン
おはなしボランティアグループ“絵本だいすき”が
府中市内の施設を回っておはなし会をします。
▽日程・会場
○10月７日（月) 男女共同参画センター「フチュール」
○10月15日（火） 子ども家庭支援センター「たっち」
○10月18日（金） 紅葉丘文化センター
○10月25日（金） 郷土の森総合体育館
○10月31日（木） 西府保育所
○11月１日（金） 「はぐ」さんぼんぎ
▽時間 午前10時半～11時
（西府保育所のみ午前10時～10時半）
▽対象 １・２歳児と保護者 直接会場へ
▽主催 府中市子ども読書活動推進委員会

「りんごの棚」ができました
「りんごの棚」には、子どもたちが自分にあったかたちで読
書を楽しめるように、大活字本や点字絵本、布の
絵本など、様々な資料を用意しています。
▽開始時期 10月１日（火）から常設
▽場所
中央図書館３階児童室

おやこ

で

どくしょ

親子ＤＥ読書
ゆったりとした雰囲気の中で、児童室の本を気兼ねなく
見たり、読んだりできます。午前10時半～11時は楽しい
おはなし会もあります。（中央図書館の休館日に行います)
▽日時 10月23日（水）午前10時～正午
▽会場 中央図書館 児童室
▽対象 乳幼児とその保護者
▽定員 先着20組
▽申込み 10月２日（水）から中央図書館５階事務室
または電話（042－362－8647）で受付
（午前９時～午後７時）

冬のおたのしみおはなし会
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。手作りのプログラ
ムの配布もします。当日、ぜひ会場にいらしてください。
（申込み不要）
▽日時 12月19日（木）午後３時半～４時半
▽会場 中央図書館 おはなしのへや
昨年度に配布した
▽対象 ３歳～小学生
手作りプログラム

