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第

じゃあ読もう
～国民読書年に「ことばダイブ」を楽しむ～
号

秋

今年は「国民読書年」。新聞や
雑誌、また、テレビのコマーシャ
ルで、キャッチフレーズの「じゃ
あ読もう」や「ことばダイブ」に
出会ったことがあると思います。
平成２０年６月に国会で「国民
読 書 年 に 関 す る 決 議」が 決 議 さ
れ、2010 年 を「国 民 読書 年」と
することとされています。
この決議では、読書への国民の
意識を高めるため、政官民が協力
し、国をあげてあらゆる努力を重
ねることが宣言されています。

読書は、
我々の人生
をより豊か
なものにす
るだけでなく、感性を磨き、表現
力を高め、創造力を豊かなものに
し、人生をより深く生きる上で欠
くことのできないものです。
府中市立図書館では、これまで
も、幅広く本の世界を楽しんでい
ただけるように、子どもたち向け

のおはなし会などを各館
で開催し、また、障害の
ある方向けに対面朗読な
どのサービスを行ってき
ま し た。秋 か ら は 夜 の 講 演 会 な
ど、小さなイベントを連続的に開
催しますので、本の多様な世界を
楽しみに、市内の各図書館にぜひ
ご来館ください。
府中市立図書館長 桜田 利彦

おもしろ和算・連続夜間講座

すす め 企 画
お
の

「多摩の和算とやさしい問題」

11月

大國魂神社宝物殿に算額絵馬があるのをご存知です
か。明治１８年、関孝和の流れを汲む関流の門人たちにより
奉納されたものです。府中は和算が盛んだったようで多
数の問題が奉納されています。どのように和算が普及
していったのか、歴史をたどってみませんか。講師は昨
年に引き続き、府中市在住の和算研究家・佐藤健一先
生です。実際にやさしい問題も解いてみましょう。

～図書館講演会のお知らせ～
問合せ・電話申込み先
府中市立中央図書館：０４２－３６２－８６４７
※午前９時～午後７時まで受付

科学あそび

日時／平成22年11月10日（水）午後６時半～８時半
申込み／10月11日（祝）から
中央図書館に電話または来館（５階）にて受付

「紫外線ってなんだろう
～ＵＶチェックストラップをつくろう～」
とても暑かった夏休み。海や山で遊んで日に焼け
た人も多いのではないでしょうか。太陽の光を浴びると
肌が黒くなるのはなぜでしょう。それは「紫外線(ＵＶ)」
という光が皮膚を焦がしているためです。
秋になると太陽の光は穏やかになりますが、紫外
線もなくなっているのでしょうか。くもり空や雨の日、部
屋の中に紫外線は届かないのでしょうか。ＵＶチェック
ストラップを作って、調べてみませんか。科学あそびの
先生と一緒に楽しく学びましょう。

おもしろ和算実践

「江戸の計算道具を使って」

12月

和算の問題を実際に解いてみませんか。江戸時代に算
木という計算道具がありました。算木は細いマッチ棒のよう
なもので（６センチ位）、方眼の紙の上に置いて掛け算や割
り算をする道具です。そういえば小学校の算数セットにあった
ような・・・算額道場の扉を叩いてみましょう。
日時／平成22年12月15日（水）午後６時半～８時半
申込み／11月11日（木）から
中央図書館に電話または来館（５階）にて受付

日時／平成22年10月31日（日）午後２時～４時
会場／ルミエール府中 1階 第１・２会議室
講師／科学読物研究会会員・坂口美佳子先生
対象／小学生
定員／先着50名
申込み／10月１日（金）から
中央図書館に電話または来館（５階）にて受付
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≪おもしろ和算・連続夜間講座≫
会場／ルミエール府中 １階 第１・２会議室
講師／和算研究家・佐藤健一先生
対象／高校生以上 定員／先着各30名

図書館の
調べもの
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中央図書館のレファレンス・コーナーには、毎日色々
な質問が皆様から寄せられています。前回に引き続
き、今回も質問を一件取り上げ、このコーナーでお答
えします。〔紹介させていただいた本は、最後にリストにして
載せてあります。〕

③工芸品としての箸を見たい方へ

マイ箸ブームに触発されて、今更ながらお箸に興味
を持ちました。何かよい本はありますか？

秋の気配も漂う今日この頃、食べ物の美味しい季節が
やってきました。食事に欠かせない
箸の話題は、“食欲の秋”には
ぴったりですね。今回は、箸に
関する本を様々な角度から紹介
していきたいと思います。

①箸全般の幅広い知識を得たい方へ
『箸の文化史 世界の箸・日本の箸』（御茶の水書
房）や、『箸 ものと人間の文化史102 』（法政大学出
版局）がおすすめです。箸にまつわる歴史や習俗、箸の
持ち方や使いやすさに関する科学的見解等、箸全般につ
いて非常に詳しい記述があります。前者は、第45回毎日
出版文化賞受賞作、後者は “絵巻物などに描かれた箸”
についての貴重な論考もあり、興味深い内容となってい
ます。
もっと手軽な読み物で箸の知識を得たい、箸の塗料の
安全性についても考えたいという方には、写真も多数掲
載された、『お箸の秘密』（里文出版）が読みやすいと
思います。

②箸について子どもたちと一緒に学びたい方へ
『箸の絵本 つくってあそぼう［30］』（農山漁村
文化協会）はいかがでしょうか。少ないページ数の中
で、箸に関する事柄が見やすく簡潔に書かれています。
特に、箸の作り方に関する項目は一見の価値あり。近年
話題のマイ箸ですが、実際に作るところから始めれば、
より愛着が湧くのでは？庩木の小枝を使った箸づくり
も、なかなか風流ですよ。
「大切な人へお箸をプレゼントしたい。」と考えてい
る方にも、縁起箸の解説が役立つのではないでしょう
か。「あしたはヒノキになろう」と懸命に育つアスナロ
は子ども用の縁起箸に、木偏に万のつく縁起のいい栃の
木はおじいさま、おばあさま用の長寿箸に。箸の材質に
注目してみるのも面白いですね。
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身近な美術品「箸」の造形美を堪能したいという方に
は、『究極のお箸』（三省堂）、『箸 ＮＨＫ美の壺』
（日本放送出版協会）がおすすめです。ページを繰るご
とに現れる美しい箸の写真には、思わず目を奪われま
す。お気に入りの一膳が見つかるかもしれませんよ。

④箸の作法を知りたい方へ
『箸づかいに自信がつく本 美しい箸作法は和の心』
（リヨン社）には、箸の選び方・持ち方から始まり、和
室での振舞い方や料理の上手ないただき方等、日々の生
活にすぐに活かせる内容が満載です。「箸に始まり箸に
終わる」と言われる日本人の一生。美しい箸づかいを身に
つけて、素敵な“箸美人”を目指してはいかがでしょうか。
さて、紹介してきた中で、興味を惹かれる本には出会
えたでしょうか。「箸をきっかけに、もっと視野を広げ
てみたいな…。」と思われた方、図書館には下記のよう
な本もあります。
・『おとなの箸袋おりがみ』（主婦の友社）
割り箸を包むあの箸袋。ただ捨てるだけじゃもったい
ないですよね。この本には、箸袋の楽しい折り方がたく
さん載っています。定番の箸置きを作るのもよし。豪華
な孔雀の箸置きや、かわいい動物の形を折るのもよし。
箸袋おりがみで食事の席に一興を。
・『食 のこ とわざ 春夏秋 冬 語りつがれる「食育」の
宝庨』（全国学校給食協会）
「箸にも棒にもかからぬ」、「箸の上げ下ろしにも小
言をいう」…。身近な道具“箸”は、ことわざの中にも
存在感を示しています。この本では、季節の食材や、食
事に使う道具・調味料を題材としたことわざを取り上
げ、ことわざに関連するエピソード、へえ！と
驚く豆知識等、様々な情報を載せています。
楽しくことわざを学びたい方、ぜひ
一度手にお取り下さい。
図書館には、以上のように様々な分野の本を
取り揃えております。お探しの本が見つからない時、ど
の本で調べればよいかわからない時など、お気軽にレ
ファレンス・カウンターまでお越し下さい。

料

・箸の文化史 世界の箸・日本の箸
・箸 ものと人間の文化史102
・お箸の秘密
・箸の絵本 つくってあそぼう［30］
・究極のお箸
・箸 ＮＨＫ美の壺
・箸づかいに自信がつく本 美しい箸作法は和の心
・おとなの箸袋おりがみ
・食のことわざ春夏秋冬 語りつがれる「食育」の宝庫

一色八郎／著
向井由紀子，橋本慶子／著
三田村有純／著
兵左衛門／編
高橋隆太／著
NHK「美の壺」制作班／編
小倉朊子／監修
アエパパ／著
沢野勉／著
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1998年
2001年
2009年
2008年
2003年
2007年
2006年
2008年
2006年

御茶の水書房
法政大学出版局
里文出版
農山漁村文化協会
三省堂
日本放送出版協会
リヨン社
主婦の友社
全国学校給食協会

383/ｲ
383/ﾑ
383/ﾐ
38/ﾊ
596.5/ﾀ
596.5/ﾊ
596.8/ﾊ
754/ｱ
383/ｻ
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紅葉丘図書館
紅葉丘図書館は、昭和50年に開館しました。府中
市の北東部に位置し、近くには多磨霊園があります。
広大な多磨霊園には、岡本太郎や江戸川乱歩など多
くの著名人や作家などが眠っています。歴史・文学散
歩の後の一息に読書はいかがでしょうか。
館内は、日当たりが良く明るい雰囲気です。皆様の
お越しをお待ちしております。
所在地 紅葉丘２－１ 紅葉丘文化センター３階
電話 ０４２－３６０－７２２７
開館時間 午前９時～午後５時
蔵書数 約４万４千冊
（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。）

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。

●地区図書館

10月～12月
●中央図書館
おはなしの森
日時／
①10～12月の毎週木曜日 午後３時半～４時
※12月16日は１時間の拡大版
※12月23日は祝日のため、30日は休館日の
ためお休み
②10月2日、11月6日、12月4日（土）
午前11時～11時半
対象 ／３歳～小学生（保護者同伴可）

日時 12月１６日（木）
午後３時半～４時半
会場 中央図書館 おはなしのへや
対象 ３歳～小学生
（保護者同伴可）

押立図書館
10月6日、12月1日（水）
四谷図書館
10月7日、11月４日、12月2日（木）
白糸台・西府・新町図書館
10月13日、11月10日、12月8日（水）
是政図書館
10月14日、11月11日、12月9日（木）
武蔵台図書館
10月20日、11月17日、12月15日（水）
片町図書館
10月21日、11月18日、12月16日（木）
住吉・紅葉丘・生涯学習センター図書館
10月27日、11月24日、12月22日（水）

時間と対象／
午後３時半～４時／３歳～小学生（保護者同伴可）

冬のおたのしみおはなし会 もあるよ♪
★たっぷり１時間の
いつもよりも長いおはなし会です★

おはなしの森
日程／

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」も実施しております。
○中央図書館

日時 10～12月の第２・４木曜日
午前10時半～11時（※12月23日は祝日のためお休み）
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

日時 10～12月の各地区図書館おはなし会の
日程と同じ 午前10時半～11時
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芸術の秋

ショパン シューマン生誕２００年記念

秋のクラシックコンサート

音楽会を
ご紹介します

好評をいただいている、
秋の恒例の府中市立中央図書館主催演奏会です。
今回はショパンやシューマンの生誕２０0年記念の年でも
あることから、ピアノの楽曲も演奏されます。

このほか、
12月4日（土）には、
名曲おはなしコンサートを
企画しています。
親子で楽しめるコンサートです。
皆様のご参加をお待ちしています。

日時／ 平成22年10月30日
（土）午後２時～４時
（開場 午後1時半）
会場／ ルミエール府中 １階 コンベンションホール飛鳥Ａ
出演／ 清田千絵（ピアノ）とカルテット ソレイユ
対象／ 児童（小学生以上）及び一般 （入場無料）
定員／ 120名（事前申込み優先 先着順）
申込み／10月11日（祝）から中央図書館に電話または
来館（５階）にて受付
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16日(土) よむよむ探検隊
23日(土) 本の探し方ツアー
（OPACの使い方）
27日(水) 図書館ガイドツアー
（中国語）
30日(土) 秋のクラッシック
コンサート
31日(日) 科学あそび（講演会）

ｚせ
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お

その

1

■児童向けのイベント
小学生のためのブックトーク
～よむよむ探検隊

日時：①10月16日（土）②12月18日（土）
両日とも午前10時半～11時半
テーマ：①ペットの本 ②小さい世界の本
会場：中央図書館３階じどうしつ
おはなしのへや
対象：小学４～６年生

10月
11月
12月

12月

4日(土) おはなしコンサート
10日(水) おもしろ和算・連続
15日(水)
おもしろ和算・連続
夜間講座①（講演会）
夜間講座②（講演会）
27日(土) 本の探し方ツアー
16日(木)
冬のおたのしみおはなし会
（OPACの使い方）
18日(土) 本の探し方ツアー
28日(日) 図書館ガイドツアー
（OPACの使い方）、
よむよむ探検隊
22日(水) 図書館ガイドツアー
（韓国語）

中央図書館では、小学４～６年生を対象
としたブックトークを行っています。テーマで集めたい
ろいろな本を楽しく紹介します。当日、ぜひ会場にお
こしください。（申込み不要、先着30名）

お知

●催しは予約制です。

11月

10 月

らせ

定

その
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■休館のお知らせ
▽蔵書点検のため、次の日程で休館
します。

館名
西府・新町・是政図書館
中央図書館
生涯学習センター図書館
押立図書館

秋の「おはなしキャラバン」を
行います

毎年春に開催している「おはなしキャラバン」
を、国民読書年のイベントとして秋にも開催します。
ぜひご参加ください。
対象：１・２歳児と保護者
時間：午前10時半～11時
日程および会場：
日程
10月５日（火）
10月12日（火）
11月４日（木）
11月16日（火）
11月19日（金）
11月26日（金）

日程
18日（月）～20日（水）
15日（月）～17日（水）
15日（水）～17日（金）
20日（月）～21日（火）

お
問
合
せ
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会場
府中市美術館 講座室
スクエア21・女性センター 第２会議室
子ども家庭支援センター「たっち」 和室
生涯学習センター 和室はなみずき
西保育所（園庭開放時）
是政文化センター ミルキールーム

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

