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録音図書をご存じですか？

図書や雑誌の朗読を

中央図書館空中庩園

プ何巻にもわたって収録されている、ということ

録音したもので、視覚障害をお持ちの方だけでな

がありません。かさばらず、持ち運びが楽、という

く、識字障害などの学習障害をお持ちの方、視力の

ところも、デイジー図書の利点です。

低下により小さな文字が見えづらい方など、通常の

■デイジー図書を聴くためには

図書、雑誌では読むことが難しいという方なら、ど

デイジー図書は、一般のカセットデッキやCDプ

なたでもご利用になれます。
録音図書には、カセットテープに録音した「テー

レーヤーでは聴くことができません。デイジー図書

プ図書」と、CD-ROMに録音した「デイジー図書」

専用の再生機、もしくは再生用ソフトウェアをイン

の２種類があります。

ストールしたパソコンが必要です。

従来はテープ図書が主流でしたが、近年ではデイ

専用の再生機はけして安価なものではありません

ジー図書への移行が急速に進みつつあります。なぜ

が、障害者手帳をお持ちの方で一定の条件を満たし

でしょうか？

それは、デイジー図書にはテープ図

ていれば、平成２１年度現在、購入にあたり府中市

書よりも便利で優れた特徴がたくさんあるからです。

障害者福祉課を通じて助成を受けることができます。
ためしに聴いてみたいという方には、図書館の貸出用

■デイジー図書の特徴

再生機をお貸し出しします。貸出期間は２週間です。

➊音質の劣化がない

■録音図書の利用登録

テープ図書はカセットテープに録音されています
から、年月を経たり、繰り返し再生したりすること

録音図書のご利用にあたっては、ハンディキャッ

によって、音質が劣化してしまいます。それにひき

プサービスの利用登録をお願いしております。通常

かえ、デイジー図書はCD-ROMに録音されています

の読書に丌自由のない方は、利用制限の設けられて

から、何年経っても、何度聴いても、CD-ROM自体

いない朗読CDなどをご利用になれます。
録音図書は、府中市立図書館に所蔵しているもの

に傷をつけない限り、そのままの音質が維持される
のです。

だけでなく、他の公立図書館、点字図書館などから

➋検索機能

も取り寄せることができます。また、図書館ボラン
ティアによる自館製作にもとりかかっています。

カセットテープの場合、たとえばある本の第３章
から聴きたい、と思ったとき、早送りや巻き戻しに

図書館ボランティアは、録音図書の作成だけでな

たいへん苦労します。これがデイジー図書であれ

く、対面による朗読も行っています。雑誌や最新作

ば、章や見出し、ページごとの検索ができますの

を聴きたい、辞書を引きながら読んでほしい、と

で、目的の場所を探すのは実に簡単です。

いったご要望にお応えします。場所は、中央図書館

➌省スペース

３階の対面朗読室です。
興味をお持ちになった方は、中央図書館ハンディ

デイジーの場合、たいていの図書は１枚に収める

キャップサービス担当までお問い合わせください。

ことができ、テープ図書のように、１冊の本がテー
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おすすめ その

1

『カカオ80％の夏』

おすすめ その

永井するみ

『果実酒・花酒・薬用酒事典183種』
藤巻あつこ著 指田豊監修

グラフ社

理論社

2007年

三浦凪、17歳。愛想笑いは大の苦手で、
群れない自分が気に入っている。

2009年

これからの季節、果物・野菜に限らず

そんな彼女のもとに、ある事件が舞い込んできた。

ハーブ・花木など手作り酒の材料が

クラスメイトの雪絵が、書き置きを残して

旬をむかえます。

消えてしまったのである。

手作り酒は、水・炭酸割りで楽しむほかに、

そこまで親しい間柄と

お菓子・料理に利用するなど手作り酒初心者にも

いうわけではない。で

準備から材料選び、活用のしかたまで

も、気にせずにはいら

わかりやすい内容になっています。

れない。

見ているだけでも楽しめる一冊。(Ｍ)

リアルとネット、二つ
の世界で捜索に乗り出
した。
颯爽とした凪の姿が小
気味よい、夏らしい一
冊です。(Y)
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おすすめ その

『しずかに流れるみどりの川』
ユベール・マンガレリ著

白水社

2005年

どこまでも続くような原っぱのただなかで、
貧しく簡素で、しずかな日々を送る少年とその父親。
父と子は、薔薇の花をたくさん咲かせ、それを売って大金を徔るという、
霞のような夢を食べながら、その日その日をつつましく暮らしています。
少年は、背丈より高い夏草の中をあてもなく歩きながら、
薔薇のこと、犬のこと、さまざまなことを考え、夢想します。
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少年には、遊び相手も玩具もありません。

おすすめ その

薔薇の夢と草中の散歩だけが、彼の持ちうる楽しみのすべてなのです。
物語は、とりたてて大きな事件も

『死神の精度』
伊坂幸太郎 文藝春秋

ドラマティックな展開もなく、
2005年

真夏の昼下がりにもてあました時間のように、

その死神が仕事をするときは、必ず雨が降る

物憂く淡々と流れていきます。

―晴れた空を見たことのない死神の、

その独特な時間の流れ方こそ、

６つの物語からなる小説です。

マンガレリの作品が持つ最大の魅力なのです。( K)

昨年の本屋対象受賞作家の一冊ですが、
梅雨明けの青空が広がるこの季節に、ぜひ。(Ⅰ)
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ご案内

中央図書館・地区図書館で、
絵本や昔話の読み聞かせを行っております。

7月～9月
●中央図書館

●地区図書館

日時

日程

＊９月２４日は休館日のためお休み

押立・四谷図書館
７月１日、８月５日、９月２日（水）

②７月４日、８月１日、９月５日（土）
午前10時半～11時

白糸台・西府・新町図書館
７月８日、８月12日、９月９日（水）

対象

武蔵台・片町図書館
７月15日、８月19日、９月16日（水）

①７～９月の毎週木曜日

午後３時半～４時

３歳～小学生（①は保護者同伴丌可）

是政図書館
７月16日、８月20日、９月17日（木）

夏のおたのしみおはなし会もあるよ♪

住吉・紅葉丘・生涯学習センター図書館
７月22日、８月26日（水）

★たっぷり１時間の
いつもよりも長いおはなし会です★

時間と対象

▽日時 8月6日（木）午後３時半～４時半
午後３時半～４時／３歳～小学生
▽会場 中央図書館 おはなしのへや
（保護者同伴可）
▽対象 ３歳～小学生
（保護者同伴丌可）
☆‥１・２歳児と保護者が対象の
｢ちいさい子のためのおはなし会｣も実施しています。
詳しくは図書館のカウンターでお問合せください。・・☆

大賀ハス日誌

『府中市郷土カルタ』にも登場する大賀ハスの発見
者、大賀一郎卙士をご存知ですか？
中央図書館では大賀卙士の旧蔵書を大賀文庨として公

ご紹介

開しています。
さらに、府中市内の蓮池で大切に守られ
てきた大賀ハスの蓮根と、和歌山の大賀
蓮保存会からいただいた蓮の実から花を
咲かせようと、2007年春より中央図書
館と白糸台図書館の有志で大賀ハスを育
てています。
ＨＰに成長記録写真をのせていますの
で、是非ご覧ください。
図書館ＨＰ

ＨＯＭＥ> 図書館について

> 図書館からの報告 > 大賀ハス日誌
写真は、昨年６月３０日に開花した中央図書館の大賀ハスの花です。
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図 書 館 め ぐ り
内
市

西府図書館
西府図書館は昭和４７年に開設されました。話題の
本はもちろん、図書館でしか手に取ることのできない
懐かしい蔵書が特に豊富なのも魅力です。展示コー
ナーも常時、数種類おこなっています。３月には南武
線西府駅が開通、徒歩２分と交通も便利になりました
が、まだまだ緑が豊かな地域です。自然散策の後は、
ゆったりと読書はいかがですか。お気に入りの１冊に
写真は６月の展示の一部
「時計の本/時間の本」「おとうさん」
「雨・かさ」ほかにも準備中

巡りあえるかもしれません。
ぜひお立ち寄りください。

所在地 西府町１－1０ 西府文化センター３階
電話 ０４２－３６０－８９９８ 開館時間 午前９時～午後５時
（休館日は図書館で配布している図書館カレンダーでご確認ください。）
蔵書数 約５万６千冊

中

央

7 月 15日

図

書

館

の

行

事

予

定

●催しは予約制です。

8 月 ８日

レファレンス講座
「ベランダ菜園に役立てる植物の知恵」

図書館員体験ツアー（小・中学生向け）
22日 図書館探検隊（小・中学生向け）
26日 本の探し方ツアー（OPACの使い方）

（対象：中学生以上の方）
25日 本の探し方ツアー（OPACの使い方）
26日 図書館探検隊（小・中学生向け）

27日 レファレンス講座「果物の成長と甘さ」

9月 20日

（対象：小学生）

30日 調べ学習のすすめ（小・中学生向け）

本の探し方ツアー（OPACの使い方）
23日 図書館ガイドツアー
27日 映画会

■夏休みの学習室・研究個室の
ご利用について

す！

で
らせ

お知

夏休み期間中の学習室・研究個室は、昨年
同様に混雑が予想されます。
・学習室をご利用いただけるのは、府中市在
住・在勤・在学の方のみとなっております。
・研究個室は図書館資料を活用して研究され
る方を対象に、どなたでもご利用いただけま
す。府中市在住・在勤・在学の方は１週間前
からの予約が可能ですのでご活用ください。

■夏休み読書キャンペーン
「この本読んだかい？
～児童室を浜辺にかえよう～」

▽期間 ７月16日（木）から８月31日（月）
▽場所 中央図書館３階 児童室
▽内容 貝の形のカードに好きな本のことを書
いてもらい、児童室に掲示します。
参加者には、“ぬり絵はがき”のプレゼントもありま
す。（プレゼントの配布は午前９時～午後６時まで）
あわせて、小中学生向け「夏休
みのおすすめ本」の展示、リスト
の配布も行いますので、
ぜひご覧ください。

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

