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特別文庫のご紹介①

大賀文庫

ら せ
お知

大賀文庫は「ハス博士」として親しまれた理学博士、大
賀一郎博士の旧蔵書です。
「府中はハスのメッカなり」と「ハスは平和 の象徴な
り」。この二つの標語をかかげられていた大賀博士は、明
治16（1883）年に岡山県賀陽郡庭瀬村大字川入字小西
（現在の岡山市）に生まれました。岡山基督教会にて受
洗、入会した大賀博士は明治35（1902）年に上京する
と、内村鑑三のもとに出入りして大きな影響を受け、その
門下に入っています。
上京してからは経堂、青山等を移り住み、淀橋区（現在
の新宿区西部）上落合を経て、昭和20（1945）年に府
中に転居し、晩年を府中で過ごされました。府中市在住時
に、千葉県検見川の泥炭層から発見された蓮の実の発芽・
開花に成功しています。そのハスは大賀ハス（二千年ハ
ス）と呼ばれ、雑誌『LIFE』に掲載されるなど国内外に報
じられました。
植物学者・蓮の研究家として知られる大賀博士ですが、
蓮の研究だけでなく、国宝当麻曼荼羅や武蔵国分寺古瓦の
布目文の研究、正倉院御物の材質調査、そして府中市のケ
ヤキ並木の調査も手掛けられるなど、広い分野での研究・
調査で成果をあげられました。これらのことを反映して
か、その蔵書は大賀博士の専門の植物学だけでなく、哲
学、宗 教（キ リ ス ト 教・仏 教）、歴 史
（考 古 学・古 代 史）、自 然 科 学（生 物
学）等の分野からなり、和書・洋書を含
めた約6,300冊で構成されています。大
賀 文 庫 の 内 容は、平 成 19（2007）年
に 発 行 し ま し た『大 賀 文 庫 目 録 - 改 訂
版』をご覧ください。
●催しは予約制です
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18日(土)
26日(日)
29日(水)
30日(木)

しかけカードの作り方教室
図書館員体験ツアー
図書館探検隊
科学あそび

8月

8日(土)
19日(水)
22日(土)
23日(日)

怪談朗読会
図書館探検隊
～31日(月)POPを作ろう！/受付
図書館員体験ツアー
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19日(土) POPを作ろう！/展示
20日(日) 音楽会

7月

月

定

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。
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その
■図書館講演会 科学あそび
「きみはコロンブスをこえられるか
～たまごの実験～」
たまごを立てたり、アーチ形のひみつを探
る実験をします。最後にダチョウのたまご
の殻を割り、たまご焼きを試食します。
※卵アレルギーの方は試食できませんので
ご注意ください。
▽日時
▽講師

7月30日(木)午後2時から4時
坂口美佳子先生
(科学読み物研究会会員)

▽場所
▽対象
▽申込み

▽費用

ルミエール府中
1階第1・第2会議室
小学生40名
7月11日(土)から受付開始
午前9時から午後7時に
中央図書館へ
電話もしくは
来館(5階)
100円
(材料費)
ら せ
お 知

■今年もぜひ！
地区図書館の雑誌リサイクル

2
その

保存年限を過ぎた雑誌を、市民のみなさま
にご提供します。
▽日時

7月5日(日)午後1時から4時
※7日(火)から19日(日)は、
初日の残りの資料を各館
内でご提供し、なくなり次第
終了します。
▽会場
各地区図書館にお問い合わせ
ください。
▽持ち帰り冊数
おひとり12冊まで。
手さげ袋をご用意ください。
※初日混雑時は、先着順に時間を区切って
入替制とします。

お
問
合
せ

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
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郷土資料コーナー

Fへ

夏と言えば、海！プール！甲子園！
『水泳クロール・平泳ぎ完全マスター』
金子日出澄/著 785ｶ
『水泳のコツ大研究』ＰＨＰ研究所 78ｽ
『甲子園球場物語』玉置通夫/著 783.7ﾀ

スポーツ本
コーナー

7類へ

『旅に出たくなる地図 日本編』帝国書院 291ﾀ
『旅に出たくなる地図 世界編』帝国書院 290ﾀ

子ども連れなら、こんな本も！
『夏休みこどもとあそぼ！』JTB 291.3ﾅ
『るるぶこどもとあそぼ！首都圏』JTB 291ﾙ

！
！

今年は戦後７０年。
平和への感謝と祈りをこめて「戦争資料」
『ノーモアヒロシマ・ナガサキ 原爆写真』
日本図書センター 210.7ﾉ
『もう一度学びたい太平洋戦争』西東社 210.7ﾓ

旅行に行きたいけど、
どこに行こうかと迷っている人に！

行き先が決まったら
地誌・ガイドブックコーナー

旅の準備にはこちらもどうぞ！
『旅のおみやげ図鑑』杉浦さやか/著 290.9ｽ
『究極のお土産』観光庁 596.9ｷ

旅行に行くほど休みが取れないなあ
という人に！
☆料理で楽しむ
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飛行機や電車で移動中、
旅のお供に夏おすすめの文学を。
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『夏への扉』ロバート・A.ハインライン/著 S933ﾊ
『夏のロケット』川端裕人/著 913.6ｶ
『ハワイイ紀行』池澤夏樹/著 915.6ｲ

『ジェラート、アイスクリーム、シャーベット
ライト＆リッチな45レシピ』柳瀬久美子/著 596.6ﾔ
『冷たいデザートレシピ』脇雅世/料理 596.6ﾜ
『ひんやりさっぱり夏レシピ』村井りんご/著 596ﾑ
『夏とごはん』渡辺有子/著 596ﾜ

☆水分・ビタミン補給で体調管理
『死ぬまでに飲みたいビール1001本』
KADOKAWA 588ｼ
『手作りスムージー』信太康代/著 596.7ｼ
『500ジュース＆スムージーのレシピ集』
ウェッソン/著 596.7ｳ

☆夏の装い
『きものの着付けと帯結び』世界文化社 593ｷ
『ママの夏ヘアアレンジBOOK』
セブン＆アイ出版 595ﾏ
『かんたん手ぬぐいこども服』アスペクト 593ﾓ

家政・生活科学コーナー

DVD『かわいく楽ちん浴衣着付け』P17.48ｶ
もあります。

楽しかった思い出を形に残そう
『お気に入りのはぎれで作る布絵手紙』
きくちいま/著 726ｷ
『かわいい切り紙BOOK』たけうちちひろ/著 754ﾀ
『写真集のつくり方』丹野清志/著 744ﾀ
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児童書

コーナーへGO！

5類へ

☆視聴覚コーナーには

小中学生の
芸術の本コーナー
日本･海外の文学コーナー
類へ
夏休み、
夏の課題のお助け本！
フレッシュな情報は、やっぱり雑誌！
小学生のための夏休みのおすすめ本
「それいけ！としょかんたんけんたい」
中学生のための夏休みのおすすめ本
「ＢＯＯＫＳ FOR YOU」
特集棚には「自由研究の本」

2類へ

『GARVY（ガルヴィ）』
実業之日本社

夏休み、とっておきの思い出を作りたい。そう
だみんなでキャンプへ行こうと決めた人。キャ
ンプデビューの前にこっそり読んで、友達や子
どもたちを驚かせる楽しいキャンプの計画をた
てませんか。キャンプ用品・キャンプ地情報・
アウトドア料理など情報満載の雑誌です。

『星ナビ』アストロアーツ

7類へ
雑誌

今年の８月、ペルセウス座流星群が見ら
れるそうです。今年は月明かりの影響も少
なく、観測には好条件。この雑誌で星空イ
ベント情報を手に入れて、みんなで夏の夜
空を見上げるのも良いかもしれませんね。
プ チ 天 文 博 士 に な り た い 人。星 写 真 を
撮ってみたいという方にもおすすめです。
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随神門狛犬（左）
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大國魂神社の狛犬たち①◆◇◆
今年は、府中市公式マスコットキャラクターとして、狛
犬の「ふちゅこま」が決定しました。モデルは大國魂神社
に所蔵されている国指定重要文化財の木造狛犬です。
でも、大國魂神社には、他にも魅力的な狛犬があるとい
う事を、ご存知ですか？
大國魂神社には、全部で１１対の狛犬と、１対の狐像
があります。①中雀門前狛犬 ②随神門前狛犬 ③巽
神社狛犬 ④東照宮狛犬 ⑤住吉神社・大鷲神社狛犬
⑥西鳥居前狛犬 ⑦東鳥居前狛犬 ⑧忠魂碑前狛犬
⑨大鳥居前狛犬 ⑩宝物殿内 木造狛犬 ⑪御本殿狛
犬と、稲荷神社の狐像です。今回はこの中から、天保１０
年という古い時代に作られた、①と②をご紹介します。

な
ん
だ
ろ
う
随神門狛犬（右）

狛犬は、神社の社殿や鳥居の近くに置かれ、神
社を守護する獅子型の像をいい、高麗犬・胡摩犬
とも書きます。名前の通り、古くは大陸の工芸品を
ルーツとするもので、日本に伝わった当初は、宮中
の調度品として金属や木製の小型のものが作られ
ていたようです。
時代が下がるにつれ、本殿・拝殿の外や境内の
そこかしこに置かれるようになり、そのため雨露に朽
ち果てることがないように、次第に素材も石材を使
用した、大型のものが作られるようになりました。一
般に、口を開いた阿（あ）形の獅子、口を閉じた吽
中雀門狛犬（左）
中雀門狛犬（右）
（うん）型の狛犬で左右一対になっていますが、
様々な形態のものが存在します。
大國魂神社の境内を進んでいくと、随神門の前に、大鳥居方面である北を向い
た、面白い形の狛犬があります。大型犬くらいの大きさで、向かって右側が阿形
で、よく見ると前足を子どもの狛犬に乗せています。左は吽形で 、毬の上に足を乗
せています。そして、こちらもよく見ると、子どもが一匹、背中によじ登ろうとしていま
す。これは、「子取り・玉取り」と言われる形で、江戸末期以降に作られた狛犬に見
られるようになった形です。ルーツである中国の獅子像では、玉を持つ方が雄、子
を抱く方が雌となるようですが、そのような見方をすると随神門前の狛犬は 、子煩悩
なお父さんのように思えて 、 とても微笑ましいですね。
随神門を通ってもう少し歩くと、中雀門の前に苔むした狛犬がもう一対あります。
子どもの狛犬
向かって右が阿形で、子が乳を飲むようなしぐさに彫られています。左は吽型で、
こちらは何も抱えていません。
『武蔵府中物語』によると、府中では、神事や社参の際に産穢は忌
【参考図書】
まないという、野口仮屋の伝説に基づいた習慣があるとありますが、こ
『府中市史史料集 ５』 府中市史編纂委員会
の狛犬たちは、そんな大國魂神社にふさわしい姿をしています。
『大国魂 第1号～５０号』 大國魂神社奉賛会
狛犬は、室町時代までは大名や武将などが寄進したものが主流でし
『府中市郷土資料集 ３』 府中市教育委員会
『狛犬』 藤倉郁子／著
たが、江戸時代になると多数の浄財を集めて寄進したものや、商人や
『武蔵府中物語』 猿渡盛厚／著
町人などのささやかな願いが込められた狛犬が多くなりました。随神門
『日本全国獅子・狛犬ものがたり』
狛犬の台座には、「新宿 東屋 常吉、番場宿 箱屋 政吉」の名が、中
上杉千郷／著
『和漢三才図会４』 平凡社
雀門狛犬の台座には「下染屋村 糟谷源兵衛」の名が刻まれていて、
『狛犬かがみ』 たくきよしみつ／文
どちらも天保１０年の例大祭の時期に奉納されています。
『府中市史 上・中・下』 府中市
この年は府中では、天保元年に再開した馬市が１０年続いた後に廃絶
『社殿のみかた図典』 前久夫／著
『あるくみるきく No.206 武蔵府中の暗闇祭り』
した年です。また世の中では、天保の大飢饉が終わろうとしていた頃で
した。２対の狛犬には、人々のどのような願いが込められていたのでしょうか。

夏

上巻下巻や、シリーズものなどを順番にご用意
できる便利な予約サービスです。
図書館のホームページや資料検索端末（ＯＰＡ
Ｃ）からご予約の場合は、順番予約を選択し、ご
利用ください。
リクエストカードでご予約の場合は、「順番１／２」「順番
２／２」のようにご記入ください。

[注意]
順番予約をした場合、前の順番の資料が用意で
きないと、次の順番の資料は在庫であっても回って
きません。
なお、この状況で順番がきていない資料を図書館
の棚等より借用されますと、その資料の予約は提供
完了となり、自動的に予約一覧から外れます。
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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。夏の
おはなし会では、絵本や昔話、手遊びな
ど、いろいろ催します。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 ８月６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

ご案内

画面
OPAC

学生のためのブックトーク

読む読む探検隊

中央図書館では、一つのテーマを
立てて、何冊かの本を紹介するブッ
クトークを開催します。ぜひ、当日
ご来館ください。
▽日時

７月25日(土)
午後２時～２時45分
▽場所
中央図書館
おはなしのへや
▽対象
小学４・５・６年生
▽定員
先着30人
▽テーマ 「とっておきの道具」

7 9
月～

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。

〈ちいさい子のためのおはなし会〉
●中央図書館
日時／ 7～9月の第2・4木曜日
（※ただし９月第４木曜日をのぞく）
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 7月1日、8月5日、9月2日(水))

対象／1・2歳児と保護者

HP画面

夏 「の読書キャンペーン
この本読んだかい？」
貝のかたちのカードに好きな本の
ことを自由に書いて掲示します。参
加者にはぬりえのプレゼントがあり
ます。あわせて、夏休みのおすすめ
本の展示・リストを配布します。
▽期間
▽場所
▽テーマ

７月18日(土)
～８月31日(月)
中央図書館
３階児童室
この本読んだかい？

〈おはなしの森〉
●中央図書館
日時／
①7～9月の毎週木曜日 午後３時半～４時
②7月4日、8月1日、9月5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／
宮町図書館――７月１日、９月16日(水)
紅葉丘・押立図書館
――７月１日、８月５日、９月２日(水)
四谷図書館――７月２日、８月６日、９月３日(木)
白糸台・西府・新町・片町図書館
――７月８日、８月12日、９月９日(水)
武蔵台・是政図書館
――７月15日、８月19日、９月16日(水)
生涯学習センター図書館
――７月22日、８月26日(水)
住吉図書館――７月22日、８月26日、９月16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）
（新町のみ午後２時半～３時）

