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■子ども読書の日
読書キャンペーン
「たびたびよんで本のたび
～のりものあつまれ！～」

図書館では、さまざまなテーマで本を集めて利
用者の皆様に紹介する特集展示を行っています。
特集するテーマは、季節ごとの話題や市施設の催
しのご案内、その他タイムリーな話題にあわせて
決めています。また昨年度は、ロンドンオリン
ピックにちなんで「イギリス 再発見！」「地震・
防災特集」
「食と健康」というタイトルで、全館共
通テーマの特集も実施しました。特集展示は、中
央図書館３階の新着コーナー裏側とその奥の棚、
各地区図書館の特集コーナーで行っています。

図書館では､子どもたちがたくさんの本と
出会い、楽しく読書ができるように、全館をあ
げて子ども読書の日のキャンペーンを行い
ます。期間中は本の世界を旅するためのパ
スポート（海、空、山などが描かれた手
作りカード）を配布し、テーマの本
を1冊読むごとに､「のり
も の」シ ー ル（全 12 種
類）をプレゼントします。

いつもと違う視点で本を選びたい時は、ぜひ特
集コーナーにお立ち寄りください。新しい本との
出会いがあるかもしれません。

▽日時
▽場所
▽内容

４月11日(木)～５月19日(日)
中央図書館･各地区図書館
「のりもの」をテーマに集めた本の
展示と貸出

■休館のお知らせ

らせ
お知

2
その

▽蔵書点検のため、
下記の日程で休館します。
図書館名

日程

６月 生涯学習センター図書館 6月21日(金)
●催しは予約制です

中

央

4月
5月
6月

図

書

館

の

行

事

予

定

21日(日) 図書館ガイドツアー
19日(日) 図書館ガイドツアー
23日(日) 図書館ガイドツアー
29日(土) 本の病院 ご自宅の本を修理します

▽地区図書館の臨時休館について
4月2日（火）生涯学習センター図書館
8日（月）住吉・紅葉丘・武蔵台図書館
5月7日（火）宮町図書館
ご利用の皆様には、ご迷惑をおかけしますが
ご理解のほどお願い申しあげます。
なお、ブックポストは通常どおりご利用いただ
けます。

OPAC検索案内のお知らせ
館内の検索機（OPAC）のご案内です。触ったことのな
い方でも大丈夫！マンツーマンで行います。
検索機は資料探しに欠かせません。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。

府中市立中央図書館
お 〒183－0055 府中市府中町2－24
問 TEL 042-362-8647
合 ホームページアドレス
せ
http://library.city.fuchu.tokyo.jp

府中市

図書館
だより
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平成２5年3月31日
発行 府中市立図書館

府中市では、平成１５年に第１期「府中市子ども読書活動推進計
画」を策定、平成２１年度には第２期の計画を策定し、市内の子ども
達への読書推進を図ってまいりました。
この期間、地区図書館ではおはなし会を毎月に、中央図書館では月
１回土曜日のおはなし会を増やし、その他に小学４～６年生を対象に
ブックトーク～よむよむ探検隊を開始しました。また、小中学校の学
級貸出・配送やおすすめの本のリスト作成など、連携を深めてまいり
ました。

第３期
府中市子ども読書活動
推進計画を策定
今年度で第２期計画が期間満了になることから、市では府中市子ど
も読書活動推進連絡会で次期計画へ向けて検討を重ねてまいりまし
た。小中学生や高校生、保護者の方等多くの方にご協力いただきまし
たアンケートやパブリック・コメントを盛り込みながら、第３期府中
市子ども読書活動推進計画を策定いたしました。
今後、平成２５年度から５年間、第３期の計画を基に、より
よい子どもの読書環境－「つなげよう広げよう本の世界
へ」を、保護者をはじめ、周りの大人たち
が協力し合い、実現してまいりた
いと存じます。

岩手県大槌町への
図書支援

岩手県大槌町は町民の多くが太平
洋沿岸部に集中しており、大震災での
津波により壊滅的な被害を受けました。
府中市立図書館では大震災発生後まもなく被災地支
援を検討していましたが、図書館開館５０周年記念事業
の中で予定していた大規模な市民リサイクルを事業転換
し、被災地への図書支援に充てることにし、同年の１１月７日に図書支援
として約６,２００冊の本を大槌町に運搬してきました。
大槌町立図書館長が「津波の惨状を目の当たりにした町民にとって、
忌わしい記憶を一時でも忘れさせてくれる本の提供は行政の取り組まな
ければならない大きな課題なんです」と話してくれたのは印象的でした。
大槌町で昨年の６月に図書館が開設できたとの情報があったので、府中市立図書館の有志４
名で昨年１１月に現状視察に行ってきました。
１年前に運んだ本が今どうなっているのか？ドキドキハラハラでしたが、図書館では府中市からの
本だと分かる印やシールがすぐに目に飛び込んできました。まさに感動的な光景でした。
その後、一通の絵葉書が図書館に届きました。「府中市立図書館様 開館５０周年おめでとう
ございます 初めまして。私は大槌町の６７才のばばです。町中に有った図書館が津
波で流失。今は二週間に一度、地区を巡回する図書バスを利用しています。去る１
１月２４日本を借りましたら、府中市からの寄贈本が２冊入っていました。帰りには５０
周年記念のバッグまで戴き、とても嬉しかったです。全国の皆様のご好意
に感謝の日々です。ありがとうございました。」以上が全文です。
府中で大切に扱われた本たちは、リサイクルという形を通して遠く岩手県
大槌町で新たな役目を担って現役復帰しています。
今回の図書支援に当初から最も身近で関わってきたわたくし達
には、ばば様からの絵葉書が日頃から大切に本を扱われている
再活用された府中の本
全ての人への表彰状のように思えてなりません。

連 載
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府 中 の街道をゆく

ご案内

図書館利用カード
更新手続きのお知らせ
図書館利用カードは登録から５年経過すると更
新が必要になります。次のものをご用意していただ
き、更新手続きを終えてください。長期間手続きが
終了しない場合、利用カードが使用できなくなる事
がありますので、お気をつけ下さい。

人 見 街 道

多磨霊園の南西にある浅間山周辺は、南北朝時代
の正平七年（1352）、南朝方の新田義興・義宗兄
弟が、父の新田義貞の仇敵である北朝方の足利尊氏
を打ち破った武蔵野合戦の地「人見ケ原古戦場」と
して知られています。
その浅間山の南、府中を南北に走る新小金井街道
から東へと続く道が人見街道です。
武蔵国府の置かれた府中から大宮八幡、練馬を経
て下野国府（今の栃木県）へと通じた「大宮街道」
と、武蔵国府が東海道に属するに伴って下総国府
（今の千葉県）まで整備された「下総街道」とが武
蔵国府に入る入口付近の道です。
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4月～6月
「おはなしの森」では絵本や昔話の読み聞かせを、
「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
行っております。

更新に必要なもの
１）・図書館利用カード
２）・府中市内在住・相互利用の方は「住所確認ができるもの」
運転免許証・保険証・在留カード・特別永住者カード・
住所確認できる書類・有効期限が来ていない外国人登録証
・市内在学の方は「住所と在学資格が確認できるもの」
運転免許証・保険証・学生証・市内在学の住所が記載され
ている書類等
・在勤の方は「住所と在勤資格が確認できるもの」
運転免許証・保険証・社員証・勤務証明書等

人見街道(昭和33年前後)

六所宮（大國魂神社）で５月に行なわれる例大祭（暗闇祭）の際に武蔵三ノ宮である大宮氷川神社の御
輿が通った道であり、御輿は祭礼の前日までに人見村の「御旅所」（祭礼で、祭神が巡幸するときに神輿
を一時鎮座しておく場所）に納められ、ここから祭礼に参加したといわれています。
国府と国府を結ぶ国府路（官道）となり、街道筋には浅間山のふもとに散在していた「古人見村」から
集落が移って関所や宿場が作られ、江戸時代には「小人見」などの字名でよばれていました。そして、こ
の道は、甲州道中の烏山から府中方面へ抜ける近道でもあったので、「甲州裏街道」や「府中裏道」とも
よばれていたそうです。
浅間山辺り『武蔵名勝図会』より
「人見」の地名の起こりは不明で
すが、浅間山一帯に居を構えた武蔵
七党の猪俣党人見氏一族に由来する
とも、また、浅間山が遠くを見たり
遠くからも望める格好の場であった
から、ともいわれています。
前山・中山・堂山の三つ山から成
る標高８０メートルほどの浅間山
は、縄文時代の遺跡から石斧などが
採 集 さ れ て お り、太 平 洋 戦 争 中 に
は、このふもとに横穴式の防空壕が
掘られました。現在は都立公園とし
て整備され、ゆるやかな斜面はクヌ
ギやコナラ、エゴノキなどの武蔵野の樹木が美しく、５月中旬ころにはこの山
を唯一の自生地とするムサシノキスゲの黄色い花を見ることができます。ま
た、南側麓には御旅所であったといわれている人見稲荷神社、堂山の山頂には
木花開耶姫（このはなさくやひめ）をご祭神とする浅間神社があります。
かつて、人見街道から大國魂神社のある旧甲州街道まで続いていた「こみと
め道」と「ひとみ道」が自衛隊基地の中を通る形となったため、現在では人見
街道本来のルートを完全にたどることはできなくなっています。それでも、新
田軍と足利軍の激戦ののち足利尊氏が浅草方面への退路として使ったといわれ
ているこの街道には、かつて両側にそびえ立っていた屋敷林の風情がわずかな
がら今もなお残っています。

（参考資料）
『府中市史 上・下』
『府中の風土誌』
『いしぶみ草紙』
『多摩の街道』
『ふるさとの道』
『府中の地理ガイドブック』
『武蔵野多摩史跡ガイド①』
『京王沿線ぶらり歴史散歩』
『府中を歩く』
『東京の道事典』
『人見街道』

〈おはなしの森〉
●中央図書館
日時／
①4～6月の毎週木曜日 午後３時半～４時
②4月6日、6月1日(土) 午前11時～11時半
対象 ／３歳～小学生（保護者同伴可）

●地区図書館
日程／
押立・宮町図書館

郷土ふちゅう 映像／音声資料が
ＤＶＤ／ＣＤになりました！
図書館に所蔵してあった貴重な映像データと音
声データをデジタル化し、それぞれをＤＶＤとＣＤに
しました。
ＤＶＤは、昭和29年の府中市誕生当時の様子
や祝賀式などを記録した「府中市の誕生」をはじ
め、「まいまいず井戸 発掘の記録」、「府中の初
午行事」など39タイトルを所蔵しています。
ＣＤは、図書館が開館して間もないころに開かれ
た講演会や市民談話会などの貴重な音源が収
録されていて、107タイトルを所蔵しています。
これらのＤＶＤ／ＣＤは、中央図書館の4階 地域
資料コーナーにまとめておいてあります。
一部、館内でのみ鑑賞していただくタイトルもあり
ますが、大部分が視聴覚資料としてお借りいただ
くことが可能ですので、ぜひご利用ください。
ＤＶＤは損傷、盗難防止のため、セキュ
リティー強化ケースに入っております。ご
利用の際にはセキュリティーロックを
解除する必要がありますので、必
ず４階視聴覚貸出カウンターまで
お持ちください。

――4月3日、5月1日、6月5日（水）
四谷図書館――4月4日、5月2日、6月6日（木）
白糸台・西府・新町・片町図書館
――4月10日、5月8日、6月12日（水）
是政図書館――4月11日、5月9日、6月13日（木）
武蔵台図書館―4月18日、5月16日、6月20日（木）
住吉・紅葉丘・生涯学習センター図書館
――4月24日、5月22日、6月26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）
※新町は午後2時半～３時

〈ちいさい子のためのおはなし会〉
●中央図書館
日時／4～6月の第2・4木曜日
午前10時半～11時
対象／1・2歳児と保護者
☆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／地区館「おはなしの森」と同日の
午前10時半～11時
（四谷図書館のみ4月3日、5月1日、6月5日（水）
）

