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図書館カレンダー （本館開館時間 午前 9：30～午後 7：00） 
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●の日はお休みです 
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遊 学  － 本と旅と書と 

廣保先生の読書は、活字を追うだけでなく、作品の舞台となった場所を巡り、 

ライフワークである書にも拡がります。 

一冊の本から人生を楽しむための極意を知ることのできるお話です。 

と き： １０月２７日（木）午後 2 時～3 時 30 分 

と こ ろ： 本館２F アルフチュール 

講 師： 廣保恭子先生（前尾道高等学校教諭） 

定 員： ２０名 

申込方法： １０月１日（土）９時３０分より電話またはカウンターにて 

読書の秋がやってきた！ 

「ことば！ことば！？」なあに？ 

みんなで楽しもう！ 

と き： １０月２９日（土） 午後２時～２時３０分 
と こ ろ： 本館２F アルフチュール 

対 象： 幼児から 

参 加 料： 無料 



 

 
 

感染予防のため、手指のアルコール消毒・マスク着用の上、行事にご参加く

ださい。また、状況により中止・延期になる場合があります。 

どうぞご理解とご協力をお願いいたします。 

 

☆貸出点数：図書・雑誌…１人 10 点（うちＣＤ5 点まで） 

ＤＶＤ…１人 5 点 

☆貸出期間：２週間 

☆休 館 日：火曜日（祝日の場合は開館）・第３日曜日 

      特別図書整理期間・年末年始 

☆インターネットから図書の予約ができます。 

http://www-lib.city.fuchu.hiroshima.jp 

 http://www-lib.city.fuchu.hiroshima.jp/toshoi 

利 用 案 内 

 

■本館 

開館時間：午前９時３０分～午後７時 
 

〒726-0005 府中市府中町 43 

電話（0847）43－4343(代) 
 

■上下分室（上下町民会館内） 

開館時間：午前１０時～午後６時３０分 
 

〒729-3431 府中市上下町上下 861-3 

電話（0848）62-8805 

 

と  き： 午後２時～２時３０分 

と こ ろ： 本館２Ｆ アルフチュール 

対 象： 幼児から 

と  き： 午前１１時～１１時２０分 

と こ ろ： 本館１Ｆ おはなしのへや 

対 象： 乳幼児と保護者 

『 本と歩く旅さんぽ 』 

本を見ているだけで世界を旅できる気持
ちにさせてくれる本や旅にまつわる小説・
エッセイを展示します。 

と  き： 午前１０時～１２時 

と こ ろ： 本館２Ｆ アルフチュール 

今月の読本  

『日没』桐野 夏生／著 

※参加希望者は事前に図書館までご連絡ください。 

『 光と影の少年少女小説 』 

本館１Ｆ カウンター前 

少年少女を描いた作品の中から大人向け
のものを選んで展示します。 

10 行事のご案内 



【新着図書案内】※この新着図書は、2022 年 9 月までに受入れした図書の中から選び出したものです。 

一般コーナー  

【情報・心理】      書名 著者名 出版社 請求記号 

なぜ、TikTokは世界一になれたのか? マシュー・ブレナン かんき出版 007フ 

仕事の量も期日も変えられないけど、「体感時間」は変えられる 一川 誠 青春出版社 141イ 

【歴史・地理】 

ぼくらの戦争なんだぜ 高橋 源一郎 朝日新聞出版 210.7タ 

男女平等への長い列 赤松 良子 日経 BP 日本経済新聞出版 289ア 

GO!ISLANDS GUIDE島旅  朝日新聞出版 291コ 

【社会・教育】 

オンラインでは目を見て話すな 竹本 アイラ 三笠書房 336タ 

あなたはどこで死にたいですか?  認知症でも自分らしく生きられる社会へ 小島 美里 岩波書店 369コ 

敏感っ子の子育てがよくわかる本 長岡 真意子／監修 日本図書センター 379ヒ 

【科学・医学】 

空の見つけかた事典 一生に一度は見てみたい 武田 康男 山と溪谷社 451タ 

びっくり深海魚 世にも奇妙なお魚物語 尼岡 邦夫 エクスナレッジ 487ア 

HSP と家族関係 一人にして!と叫ぶ心、一人にしないで!と叫ぶ心 高田 明和 廣済堂出版 493タ 

骨は知っている 声なき死者の物語 スー・ブラック 亜紀書房 498フ 

【技術・暮らし】 

廃炉とは何か もう一つの核廃絶に向けて 尾松 亮 岩波書店 543オ 

おうちワークの文具術 仕事がはかどり暮らしが整う 高橋 拓也 玄光社 589タ 

寝たままペタ腹!股関節ほぐし みるみるやせて不調が整う Ｎａｏｋｏ 主婦の友社 595ナ 

おうち台湾菜 沼口 ゆき 主婦の友社 596.2ヌ 

【産業・農業】 

リメイク&リユースでかわいく作る多肉植物の寄せ植え 平野 純子 主婦の友社 627ヒ 

岩合光昭の日本ねこ歩き 岩合 光昭 クレヴィス 645イ 

メールで「失礼な人」にならない方法 中村 圭 きずな出版 670ナ 

【芸術・スポーツ・語学】 

幾何学パターンづくりのすべて ポール・ジャクソン ビー・エヌ・エヌ 757シ 

SHO-TIME 大谷翔平メジャー120 年の歴史を変えた男 ジェフ・フレッチャー 徳間書店 783オ 

ドラマで韓国語 2 イ ミオク 小学館集英社プロダクション 829イ 2 

 



ホームページでは 1ヶ月分の新着図書がご覧いただけます。 

インターネットからのご予約も可能ですのでご利用下さい。 

一般コーナー  

【小説・文学】      書名 著者名 出版社 請求記号 

鶴見俊輔、詩を語る 鶴見 俊輔 作品社 901ツ 

瀬戸内寂聴 愛と文学に生きた 99年  河出書房新社 910セ 

夜がうたた寝してる間に 君嶋 彼方 KADOKAWA 913.6キ 

音楽が鳴りやんだら 高橋 弘希 文藝春秋 913.6タ 

とらすの子 芦花公園 東京創元社 913.6ロ 

優しい地獄 イリナ・グリゴレ 亜紀書房 914ク 

ミス・マープル最初の事件 牧師館の殺人 アガサ・クリスティ 東京創元社 B933ク 

刑期なき殺人犯 司法精神病院の「塀の中」で ミキータ・ブロットマン 亜紀書房 936フ 

 

YA(ヤングアダルト)コーナー 新着本 

 

障害者ってだれのこと?  「わからない」からはじめよう 荒井 裕樹 平凡社 YA369ア 

タガヤセ!日本 「農水省の白石さん」が農業の魅力教えます 白石 優生 河出書房新社 YA612シ 

母の国、父の国 小手鞠 るい さ・え・ら書房 YA913コ 

 

じどうコーナー あたらしい本 

 

えほん  

『そばにいるよ、わたしも』 スムリティ・ホールズ／文，スティーブ・スモール／絵，青山 南／訳｜化学同人 

『はだしであるく』 村中 李衣／文，石川 えりこ／絵｜あすなろ書房 

『ビーバーくんとポプラのき』 むらかみ ひとみ／さく｜イマジネイション・プラス 

『森のなかの小さなおうち』 エリザ・ウィーラー／作，ひらお ようこ／訳｜工学図書 

よみもの 【☆＝低学年向き ◎＝中学年向き ◇＝高学年向き】 

☆『マシュマロおばけ』 プリシラ・フリードリック／文，オットー・フリードリック／文，ルイス・スロボドキン／絵，小宮 由／訳｜瑞雲舎 

◎『海のこびととひみつの島』 サリー・ガードナー／作，リディア・コーリー／絵，中井 はるの／訳｜ポプラ社 

◇『ノレノレかるた 二人でつくる卒塾制作』 こまつ あやこ／著｜毎日新聞出版 

その他  

『アマゾン川 熱帯雨林・生命の源』 サングマ・フランシス文，ロモロ・ディポリト絵，ゆら しょうこ訳｜徳間書店｜29 フ 

『その事件、こども弁護士におまかせ!  こども六法ノベル』 山崎 聡一郎原案，岩佐 まもる著，飯田 亮真監修｜KADOKAWA｜32 ヤ 

『コンビニ好きな虫のふしぎ ゲッチョ先生の夜の虫コレクション』 盛口 満文・絵｜少年写真新聞社｜48モ 

 


