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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 

. 

12 月 2７日（火）から１月４日（水）まで、年末年始の休館日となります。 

令和５年は１月５日（木）から開館いたします。休館中の本の返却は返却ポストをご利

用ください。ＣＤ・ＤＶＤは開館後にカウンターまでお持ちください。 

 

きょうはクリスマスイブ！みんなでおはなし会を楽しもう！ 

と き：１２月２４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 

 

府中シティオーケストラ団員５名の方によるコンサートです。 

絵本と音楽のコラボもあります。子どもから大人まで楽しめます。 

ひと味違う図書館へどうぞお越しください。 

と き：１月９日（月・祝）午後２時～３時 

と こ ろ：本館２F アルフチュール 

入 場 料：無料 

定 員：２５名（先着順） 

申込方法：１２月１日（木）より電話またはカウンターにて受付開始 

 



 

 
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 
 

■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（0847）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 

本館１Ｆ ミニ展示コーナー 

今年も、POP をヒントに本を選ぶ「ラッピングブックス」を

開催します。スタッフおすすめの本を用意しています。 

図書館からのギフトをぜひお楽しみください。 

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  

『小さい牛追い』マリー・ハムズン/著 

※参加希望者は事前に図書館までご連絡ください。 

『 特別な冬を楽しもう！！ 』 

本館１Ｆ カウンター前 

クリスマス・年末年始に向けて、料理、掃除、
ゲーム、クリスマス小説などこれからの時期に
ぴったりなお役立て本を集めました。 

行事のご案内 

 



【新着図書案内】※この新着図書は、2022 年 11 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 

ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち レジー 集英社 002レ 

あなたのまわりの「高齢さん」の本 佐藤 眞一 主婦と生活社 143サ 

【歴史・地理】 

江戸にラクダがやって来た 川添 裕 岩波書店 210.5カ 

本多静六 若者よ、人生に投資せよ 北 康利 実業之日本社 289ホ 

ソウルおとなの社会見学 大瀬 留美子 亜紀書房 292オ 

【社会・教育】 

格差の起源 なぜ人類は繁栄し、不平等が生まれたのか オデッド・ガロー NHK出版 332カ 

ぼけと利他 伊藤 亜紗ほか ミシマ社 369イ 

いずみさん、とっておいてはどうですか 高野 文子ほか 平凡社 384イ 

【科学・医学】 

美しいインクルージョンの鉱物図鑑 atelier Ruchi／編 エクスナレッジ 459ウ 

パニックくんと不安くん 小塚 高文 自由国民社 493コ 

ドナーで生まれた子どもたち サラ・ディングル 日経ナショナルジオグラフィック 495テ 

スマホ脳の処方箋 奥村 歩 あさ出版 498オ 

【技術・暮らし】 

暮らしの民藝 2  うつわと食卓 萩原 健太郎 エクスナレッジ 590ハ 2 

勝負の店 久住 昌之 光文社 596.0ク 

はじめてキムチの本 本田 朋美 イースト・プレス 596.3ホ 

パンどろぼうのせかいいちおいしいパンレシピ 吉永 麻衣子／料理 KADOKAWA 596.6ヨ 

【産業・農業】 

これからの地域社会のための獣害対策 山端 直人 農林統計協会 615ヤ 

火葬場奇談 下駄 華緒 竹書房 673ケ 

切手デザイナーの仕事 間部 香代 グラフィック社 693マ 

【芸術・スポーツ・語学】 

名画の中で働く人々 「仕事」で学ぶ西洋史 中野 京子 集英社 723ナ 

お金の流れで読み解くビートルズの栄光と挫折 大村 大次郎 秀和システム 764オ 

1日 1 トレで声も話し方も感動的に良くなる 阿部 恵 日本実業出版社 809ア 

 



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 

くちずさみたくなる名詩 下重 暁子／選・著 ワン・パブリッシング 908ク 

水底のスピカ 乾 ルカ 中央公論新社 913.6イ 

君のクイズ 小川 哲 朝日新聞出版 913.6オ 

ぼくらは、まだ少し期待している 木地 雅映子 中央公論新社 913.6キ 

写楽女 森 明日香 角川春樹事務所 913.6モ 

編めば編むほどわたしはわたしになっていった 三國 万里子 新潮社 914ミ 

アホウドリの迷信 現代英語圏異色短篇コレクション 岸本 佐知子ほか／編訳 スイッチ・パブリッシング 933ア 

その昔、N市では カシュニッツ短編傑作選 マリー・ルイーゼ・カシュニッツ 東京創元社 943カ 

 

YA(ヤングアダルト)コーナー 新着本 

 

未来が変わる勉強法 安田 祐輔 KADOKAWA YA376ヤ 

図解でわかる 14歳からのストレスと心のケア 社会応援ネットワーク 太田出版 YA498ス 

“正しい”を疑え! 真山 仁 岩波書店 YA914マ 

 

じどうコーナー あたらしい本 

 

えほん  

『おすしがふくをかいにきた』 田中 達也／作｜白泉社 

『きょうはふっくらにくまんのひ』 メリッサ・イワイ／作，横山 和江／訳｜偕成社 

『はばたけ!バンのおにいちゃん』 とうごう なりさ／作，上田 恵介／監修｜出版ワークス 

『ぼくとお山と羊のセーター』 飯野 和好／作｜偕成社 

よみもの 【☆＝低学年向き ◎＝中学年向き ◇＝高学年向き】 

☆『たんていベイビー きえたヤギのおばあさん』 ねじめ 正一／作，本信 公久／絵｜文研出版 

◎『カトリと眠れる石の街』 東 曜太郎／著，まくらくらま／装画｜講談社 

◇『チャンス はてしない戦争をのがれて』 ユリ・シュルヴィッツ／作，原田 勝／訳｜小学館 

その他  

『さんすうの本 ナンバーランドのふしぎな冒険』 橋爪 大三郎／著｜山と溪谷社｜41ハ 

『土の大研究 5億年の大地のなぞをさぐろう』 藤井 一至／監修｜PHP研究所｜61ツ 

『名前のチカラ』 クリハラ タカシ／文・絵，三土 たつお／ゲスト講師｜福音館書店｜８１ク 

 


