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                ●の日はお休みです 

書 名 著者名 書 名 著者名 

会社に行きたくない。さて、どうする? 和田 秀樹 こころと体がラクになる魔法の 5 分セラピー 治面地 順子 

困った性格の人とのつき合いかた 小羽 俊士 がんばっているのに愛されない人 加藤 諦三 

「見た目」が気になる!症候群 水島 広子 大人の人間関係 石原 壮一郎 

メンタルの強化書 佐藤 優 など５０冊以上 

. 

もし、あなたが悩みや不安を抱えて困っているときは、いつでもこちらへどうぞ！ 

心の処方箋とお悩み解決の糸口が見つかるかもしれませんよ。 

あなたが、次の一歩を考える本に出会えますように・・・。 

. 

ふたたび“こくり”が府中にやってきます！タブレット端末をはめ込んだロボットプログラ

ミングして動かす、小学生を対象とした体験型ワークショップです。 

と き： ６月２６日（日）①１～３年生 １３：３０～１４：３０ 

②４～６年生 １５：００～１６：００ 

と こ ろ： 本館２Ｆ 会議室 

対 象： 小学生（義務教育学校前期課程を含む）とその保護者 

定 員： 各回ペア４組（先着順） 

参 加 費： 無料 

準 備 物： 不要 

受 付： ６月４日（土）より、電話または来館にて受付 

感染症対策に配慮して開催しますが、 

当日はマスク着用の上、体調をみて 

ご参加くださいますようお願いいたします。 

電子図書館 6 月の特集は『  』 



 

行事のご案内 
 

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 

 

６月９日（木） 

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 

６月１６日（木） 

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 『原爆供養塔 忘れられた遺骨の７０年』堀川 惠子／著 

※参加希望者は事前に図書館までご連絡ください。 

『 ようこそ！広島県人会へ 』 
６月８日（水）～７月４日（月） 本館１Ｆ カウンター前 

広島から全国へ世界へ羽ばたいた人たちを紹介します 

６月４日（土）・１１日（土） 

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 



【新着図書案内】※この新着図書は、2022 年 5 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 

フェンスとバリケード 福島と沖縄抵抗するジャーナリズムの現場から 三浦 英之ほか 朝日新聞出版 070ミ 

共感の正体 つながりを生むのか、苦しみをもたらすのか 山竹 伸二 河出書房新社 141ヤ 

【歴史・地理】 

海を生きる民 ポリネシアの謎 クリスティーナ・トンプソン エイアンドエフ 275ト 

薬草ハンター、世界をゆく カサンドラ・リア・クウェイヴ 原書房 289ク 

日本人とエベレスト 植村直己から栗城史多まで 山と溪谷社／編 山と溪谷社 292ニ 

【社会・教育】 

知識ゼロからの SDGs入門 夫馬 賢治／監修 幻冬舎 335チ 

育児・介護休業法 就業規則、社内様式、労使協定例 小磯 優子ほか 労務行政 366コ 

先生、どうか皆の前でほめないで下さい 金間 大介 東洋経済新報社 371カ 

【科学・医学】 

ATOM 世界で一番美しい原子事典 ジャック・チャロナー SB クリエイティブ 429チ 

食虫植物 進化の迷宮をゆく 福島 健児 岩波書店 471フ 

ドードーをめぐる堂々めぐり 川端 裕人 岩波書店 488カ 

体が変わる!血流のしくみ 根来 秀行 成美堂出版 498ネ 

【技術・暮らし】 

クラフトビール事始め 山田 隆司 朝倉書店 588ヤ 

デッドスペース DIY 石井 麻紀子 誠文堂新光社 592イ 

心とからだが元気になる鉄分レシピ 小田 真規子 PHP エディターズ・グループ 596オ 

THEフルーツストック 藤野 貴子 学研プラス 596.6フ 

【産業・農業】 

苗で決まる!自然菜園 竹内 孝功 農山漁村文化協会 626タ 

犬のいる暮らし 一生パートナーでいるために知っておきたいこと 丸田 香緒里 池田書店 645マ 

鉄道好きのための法律入門 小島 好己 天夢人 686コ 

【芸術・スポーツ・語学】 

かざる日本 橋本 麻里 岩波書店 750ハ 

Two‐Sideways 二刀流 平野歩夢 篠崎 公亮／写真 KADOKAWA 784ヒ 

文章がフツーにうまくなるとっておきのことば術 関根 健一 大修館書店 816セ 

 



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 

爆弾 呉 勝浩 講談社 913.6コ 

渚の螢火 坂上 泉 双葉社 913.6サ 

二重らせんのスイッチ 辻堂 ゆめ 祥伝社 913.6ツ 

咲かせて三升の團十郎 仁志 耕一郎 新潮社 913.6ニ 

タダキ君、勉強してる? 伊集院 静 集英社 914イ 

ぼけますから、よろしくお願いします。 おかえりお母さん 信友 直子 新潮社 916ノ 

僕の狂ったフェミ彼女 ミン ジヒョン イースト・プレス 929ミ 

この道の先に、いつもの赤毛 アン・タイラー 早川書房 933タ 

 

YA(ヤングアダルト)コーナー 新着本 

 

10代のためのお金と投資 大泉書店編集部／編 大泉書店 YA330シ 

江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野 境子 国土社 YA721カ 

スネークダンス 佐藤 まどか 小学館 YA913サ 

 

じどうコーナー あたらしい本 

 

えほん  

『こっそりどこかに』 軽部 武宏／さく｜ロクリン社 

『すうがくでせかいをみるの』 ミゲル・タンコ／作，福本 友美子／訳，西成 活裕／日本語版監修｜ほるぷ出版 

『ヘイ!タクシー』 おおなり 修司／文，きむら よしお／絵｜絵本館 

『わたし、わすれものがおおいです。』 くすのき しげのり／さく，のし さやか／え｜東洋館出版社 

よみもの 【☆＝低学年向き ◎＝中学年向き ◇＝高学年向き】 

☆『クロケのジャムとももふか草』 島村 木綿子／作，北村 裕花／絵｜国土社 

◎『びっくり図書館』 如月 かずさ／作，はた こうしろう／絵｜小峰書店 

◇『りんごの木を植えて』 大谷 美和子／作，白石 ゆか／絵｜ポプラ社 

その他  

『うんこ虫を追え』 舘野 鴻／文・絵｜福音館書店｜48 タ 

『ほたてのひみつ』 小室 栄子／まんが｜学研プラス｜66ホ 

『なわとび』 伝承遊びを伝える会｜文溪堂｜78ナ 

 


