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＜図書館の配布物紹介＞

ご

こども府中はかせ
前号で紹介した「こども府中はかせ」の第５号
『府中と国府』が完成しました。
今回のテーマは今から約 1300年から 1000年
前、府中に置かれていた「国府」です。府中にあっ
たのは、現在の東京都、埼玉県、そして神奈川県の
横浜市や川崎市の大部分を含む武蔵国の国府です。
国府には、政治、行政、経済や文化の中心がありま
した。これまでの発掘調査の結果、武蔵国府に関係
した多くの遺跡が発掘されています。その中でも、
大國魂神社の境内東側の遺跡は『武蔵国府跡 国衙
地区』として、JR府中本町駅東側の遺跡は『武蔵国府
跡 御殿地地区』として国史跡に指定されています。

■図書館講演会 科学あそび
らせ
お知
「宇宙ってどんなとこ？
その1
～月齢早見盤をつくろう～」
地球儀を使った地球と月などとの距離の予想や、
真空容器を使った温度や音の変化を確かめる実験
をします。また、いつでも好きな日の月の形がわかる
月齢早見盤をつくります。
▽日時
8月19日（金）午後2時から4時
▽講師
坂口美佳子先生
(科学読み物研究会会員)
▽場所
ルミエール府中 1階第一 ・ 二会議室
▽対象
小学生先着40名
▽持ち物 鉛筆、はさみ
▽費用
無料
▽申込み ７月21日（木）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）
らせ
お知

「こども府中はかせ」
は子どもに分かりやすい
ように、読みやすい表現
やイラストを使って作成
しています。現在、中央
図書館をはじめ、市内の
各図書館のカウンター等
で配布しています。大人
にも読んでいただけます
ので、是非手に取ってみ
てください。今後こんな
テーマを取り上げてほし
い等のご意見がありまし
たらお寄せください。

その

■図書館講演会
「世界の図書館を巡る旅＆インターネッ
トにだまされない学び方入門」

●催しは予約制です
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7月

24日(日) しかけカードの作り方教室
27日(水) 図書館探検隊
31日(日) 図書館員体験ツアー

8月

19日(金) 科学あそび
20日(土) 朗読だから面白い！真夏の怪談話
20日(土)・21日(日) POPを作ろう！
21日(日) 図書館員体験ツアー
24日(水) 図書館探検隊
27日(土) 図書館講演会

9月

2

定

18日(日) 図書館ガイドツアー
24日(土) バリアフリー映画会

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。

中央図書館では、小学生のお子さん向けの講演
会を開催します。
情報があふれている今、正しい情報はどうやったら
手に入るのでしょうか。世界の美しい図書館のスライド
を楽しみながら、調べ学習のやり方について学びます。
▽日時
8月27日（土）午後2時～4時
▽場所
ルミエール府中 １階第一・二会議室
▽講師
梅澤 貴典氏
（中央大学学事部学事課副課長）
▽定員
小学生以上 先着50名（親子参加可）
▽申込み 7月21日（木）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）

■今年もぜひ！
地区図書館の雑誌リサイクル

お知

らせ

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3日（日） 午後1時から4時
※5日（火）から17日（日）に、初日の残りの資料を各
館内でご提供し、なくなり次第終了です。
▽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
お
制とします。
問

合
せ

府中市立中央図書館

お
問 〒183-0055 府中市府中町2-24
合 TEL 042-362-8647
せ ホームページアドレス
http://library.city.fuchu.tokyo.jp
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あ い さ つ

平成28年４月より府中市立中央図書館長に就任いたしました、酒井
と申します。
市民の皆様をはじめ在勤、在学の皆様にも、中央図書館及び各地
区図書館を多数ご利用いただいている事に厚く御礼申し上げます。
現在図書館では、通常の図書貸出以外にも、児童サービス、ハンディ
キャップサービス、レファレンスサービスなどの各サービスを行っており
ます。
さて 皆様はどのような目的で図書館をご利用になられる事が多いの
でしょうか？
図書館は資料の宝庫だと思います。
皆様が図書館を利用することで、私たち図書館も多くの資料を収集
し知識を蓄えることになります。ひいては高い地域文化を創造する
ことにつながっていきます。
図書館に求められるものは今後ますます多様化すると思われますが、
様々なニーズに迅速に対応できるように、皆様方の意見に耳を傾け、
時代とともに成長する図書館サービスの提供を目指していきたいと考
えております。
皆様の更なるご利用をお待ちしています。
府中市立図書館長
酒井 利彦
0

あ の頃 の … ベストリーダー

つぎの５冊は、ある年の「リクエストの多かった本ベスト５」です。
さて、何年前の本かわかりますか？

１『舟を編む』 三浦しをん／著
（光文社）913.6/ﾐ
まじめ

社内で変わり者扱いの馬締。辞書づくりひとすじな
荒木の後継者として白羽の矢がたち辞書編集部へ異動
となる。言葉に対する感覚は鋭いが気の利いたことは
言えないまじめな性格。そんな馬締が恋をして…。恋と
新しい辞書「大渡海」を実らせることができるのか？
＜２０１３年映画化＞

２『ナミヤ雑貨店の奇蹟』 東野圭吾／著
（角川書店）913.6/ﾋ
空家のはずの雑貨店に悩み相談の手紙が投函され
た。忍び込んでいた３人組が回答を出すと時間をおか
ず返事の手紙が投函された。相談者は人生の岐路の選
択に回答を活かすのか。時空を超えた不思議な物語。

３『６４』 横山秀夫／著
（文藝春秋）913.6/ﾖ
県警広報官の三上。記者クラブと対立する悪状況の
中で警察庁長官の視察が決まる。事件遺族の長官慰問
拒否、捜査した刑事部の叛乱、視察の真の目的―三つ
の謎の答えは県警を揺るがしかねないものだったが、
職責と感情の間に苦しみながら三上は解決に立ち向か
う。＜２０１６年５～６月映画化＞

４『虚像の道化師』 東野圭吾／著
（文藝春秋）913.6/ﾋ
新興宗教の建物で転落死が起こった。原因は教祖が送る
強い念との目撃証言がある。教祖自身は自首するが、罪に
問われず、マスコミ報道が宣伝となり、信者は増える。教祖
の念は本物か。物理学者の湯川が謎を解く。他３編所収。
ガリレオシリーズ。＜２０１３年ＴＶドラマ化＞

５『ソロモンの偽証 第一部』宮部みゆき／著
（新潮社）913.6/ﾐ
クリスマスの朝、中学校裏庭で発見された生徒の遺体。
自殺と結論後に届いた告発状。それが思わぬ波紋を呼び、
新たな事件が発生する。生徒達は真実を知ることができる
のか。第二部・第三部へ続く。＜２０１５年３～４月映画化＞

これは、２０１３年４月１日時点のリクエスト件数上位５タイト
ルです。２位の『ナミヤ雑貨店の奇蹟』以外は映画化やドラ
マ化をされているので、そちらを先にご覧になった方もいる
かもしれません。
当時は予約多数でなかなか読めなかった本も、今では図
書館の棚にあることが多くなっています。（文庫版はまだ予
約あり。）当時を思い出しながら、この機会にお手にとってみ
ませんか？
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昔、府中に武蔵国の国府があった頃、周辺には良い馬が育
つ牧場がたくさんありました。府中で開かれた馬市では江戸幕府
から役人が派遣され、将軍に献上する馬を選んで買い上げる
「府中御馬御買上の儀」が毎年行われていたそうです。
また、大國魂神社では「くらやみ祭」の中で、流鏑馬の神事が
現在も行われています。６月には大国魂神社参道で「府中流鏑
馬」のイベントも行われました。フーちゃんは、「馬」とのつながりの
深い府中で誕生したキャラクターです。

フーちゃん

●

２０１２年、府中市商店街連合会
のキャラクターとして誕生。
種類：馬
性別：オス
身長・体重：２００㎝ ６００㎏
ウエスト・頭囲：
２００㎝ ２００㎝
好きな食べ物：バナナとニンジン
性格：シャイで優しい。
特技：流鏑馬の腕はピカイチ

「けやきフェスタ～よさこいｉｎ府中」は、実行委員を市民がつとめる
手づくりのお祭りです。始まって１１年目になる今年は８月２７日（土）・
２８日（日）の開催で、テーマは、「あふれる思い 高鳴る鼓動 ワクワク
がとまらない！」。
図書館にある「広報ふちゅう」のバックナンバーを
見ると、笑顔あふれる祭の様子を知ることができます。
地域で開催されるイベントは、市の広報紙にたくさんの情
けやっきぃ
報が掲載されています。中央図書館では「府中町広報」
だった頃から最新号までの広報紙が閲覧できます。
２００６年から始まった「けやき
フェスタ～よさこいｉｎ府中」の
参考資料
『よさこい in 府中 観覧ガイド けやきフェスタ』
キャラクターとして誕生。府中の
（けやきフェスタ2015『よさこいｉｎ府中』実行委員会）
シンボルである「けやき」の木を
『広報ふちゅう』（府中市）
イメージ。

府 中市
イメージキャラクター
大 集合！①

「よさこいｉｎ府中オフィシャルサイト」 （http://www.yosakoiinfuchu.com/）

●

●

夏のおたのしみ
おはなし会

参考資料
『府中市史 上・下巻』（府中市史編纂委員会）
『あるくみるきく No.206 特集 武蔵府中の暗闇祭り』
（近畿日本ツーリスト日本観光文化研究所／編）
『府中市史（付編）』（府中市史編纂委員会）
「こども府中はかせ ４」（府中市立図書館）
『大国魂神社の太鼓とそれをめぐる習俗〔2〕』
（府中市教育委員会）

お祭りやイベントで出会う、たくさんのイメージキャラクターたち。
みなさんは全部わかりますか？
ただ見た目が可愛くて癒してくれるだけでなく、
●
彼らは府中の風土や歴史、生活に深くかかわる存在でもあるのです。 ●

▽日時
▽会場
▽対象

８月４日（木）午後３時半～４時半
中央図書館 おはなしのへや
３歳～小学生

●

●

●

●

●●

●

●●

●●

参考資料
『国史跡武蔵府中熊野神社古墳ガイドブック
国内最大最古の上円下方墳』
（武蔵府中熊野神 社古墳保存会）
『国史跡 武蔵府中熊野神社古墳 ふるさと府中
の歴史・文化遺産を訪ねて №2』
（府中市文化スポーツ部文化振興課文化財係）
『国史跡武蔵府中熊野神社古墳 保存整備事業
報告』 （府中市教育委員会）
『古代武蔵の国府・国分寺を掘る』

二人とも、府中市の小中学生に大人気のキャラク
ターです。美術館内のカフェの特別メニュー「ぱれたん
ホットケーキ」も、ファンの方は要チェック！
ぱれたんの展覧会は一年おきで、今年は残念ながら
開催のない年。
でも、府中市美術館では夏休みには必ず子供向けの
展覧会を開催しています。感情を素直に出せる子供の
頃に描いた絵は、芸術の原点であるとも言われるそうで
す。美術体験のチャンスをたくさんつかんで欲しいですね。
今年の夏の企画展は「とことん！夏のびじゅつ（じ）かん」
（７月１６日（土）から９月１１日（日）まで 一般観覧料
400円）です。（詳細は府中市美術館ＨＰを参照のこと）
お楽しみに！

〈ちいさい子のためのおはなし会〉
●中央図書館

☆おはなし会の後に絵本のプチ講座も行います。

本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
７月１６日（土）～８月３１日（水）
▽場所
中央図書館 ３階児童室
▽テーマ 本の木だいすき！

この古墳からは、刀の鞘につけられていた「鞘尻

武蔵府中熊野神社保存会のマ
スコットキャラクター。
くまじいは、武蔵 府中熊野 神
社 古 墳 が つ く ら れ る 前 か ら、
ずっとこの土地に住んでいるら
しい謎のおじいさん。ヒゲの形
が、古墳から見つかった鞘尻金
具に似ている。
おくまちゃんは、くまじい の
孫。遊びに来る子どもたちより
もずっと歳はとっているけれ
ど、まだ子供だ。遊びやいたず
らが大好きで、くまじいを困ら
せることもある。

「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。

対象／ 1・2歳児と保護者

●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20日、8月17日、9月21日(水)）

対象／ 1・2歳児と保護者

〈おはなしの森〉
●中央図書館
日時／

か な ぐ

金具」が出土されており、金具の真ん中の模様の中
には７つの円で構成された「七曜文」が見られます。
これは同じころに作られた国産初の貨幣「富本銭」
にみられるだけで、出土品にみられたのは世界初で
す。くまじいとおくまちゃんが、この「七曜文」のつい
た帯をしめているのも謎のひとつですね。
二人はとても仲良しでいつも一緒にいるので、熊
野神社古墳に行くと会えるかもしれません。どうして
も会いたい人は「古墳まつり」に行ってみるのがおす
すめ！今年は１０月８日・９日の土日開催です。

「おはなしの森」では絵本や昔話の読み聞かせを、

午前10時半～11時

さや じ り

くまじい・
おくまちゃん

7月～ 9月

ご案内

日時／ 7～9月の第2・4木曜日

夏の読書キャンペーン
「本の木だいすき！」

●●

国史跡武蔵府中熊野神社古墳は、国内最大・最
古の上円下方墳といわれます。そこに埋葬された
人物は、おそらく当時の武蔵国の最有力者であった
と考えられていますが、誰かはわかっていません。

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）

①7～9月の毎週木曜日 午後３時半～４時
②7月2日、8月6日、9月3日(土)
午前11時～11時半

ぱれたん・むら田
［ぱれたん］：府中市美術館に住む
絵の国の妖精。展覧会での楽しく絵
を見るコツや、絵の描き方や工作を
教えてくれる。たくさんの人が美術
をもっと好きになってくれるように
と、大活躍！
［むら田］：ぱれたんと仲のよいお
友達。むらさきだから「むら田」。
絵 の 解 説 だ け で な く、毎 年 春 に は
「むら田や」という展覧会グッズを
販売する店を開く。ときどき悪役と
間違われるのが不本意らしい。
参考資料
『ぱれたん探検隊 絵の国のひみつに挑戦！』
（府中市美術館）
新聞記事「ぱれたんと一緒にアート 府中市
美術館で企画展」（2015-08-25 読売新聞）
『世界の名画を府中に 市民と語る美楽の世界』
（府中市文化スポーツ部生涯学習スポーツ課）

対象 ／３歳～小学生（保護者同伴可）

小学生のためのブックトーク
よむよむ探検隊
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
▽場所
▽対象
▽定員
▽テーマ

７月２３日（土）午後３時～３時45分
中央図書館 おはなしのへや
小学４・５・６年生
先着30人
「失われた水をもとめて」

●地区図書館
日程／
紅葉丘・押立・宮町図書館
７月６日、８月３日、９月７日(水)
白糸台・西府・片町図書館
７月13日、８月10日、９月14日(水)
武蔵台・新町・是政図書館
７月20日、８月17日、９月21日(水)
四谷図書館
７月21日、8月18日(木)、9月21日(水)
住吉・生涯学習センター図書館
７月27日、8月24日、9月28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）

●

