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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 

利用者の皆様へ 

「早牛も淀、遅牛も淀」岩波ことわざ辞典より（岩波書店 Ｒ３８８ト） 

（途中の経過では多少の早い遅いの違いはあっても行きつくところ同じだからあわてるものでは 

ないというたとえ）                               

コロナウイルスとどのように向き合っていくのか、一人一人突き付けられた大きな課題が目前にあります。命を

守る現場、市場経済、子育てや介護はこの先どうなっていくのかという気持ちで年を越しました。私たちが願う

行きつく先とは、人と人とが笑顔でつながり、互いにいたわりを持てる世の中だと思います。必ず一緒に声をだ

して笑う日がくるでしょう。じっくりと努力していきたいと思います。           館長 田中 いづみ 

                                                                    

 電子書籍のお知らせ Ｖｏｌ．２                                        

 
12 月号に続いて電子書籍のご紹介です。 
府中市電子図書館の電子書籍のタイトル数が約５０００タイトルになりました。  

今まで、種類が少ないと思われていた方も是非、もう一度府中市電子図書館をご覧になってみてくだ

さい。 

＜新着電子書籍＞  

『英語通ならこれだけは知っておきたい７２の表現』浅田 浩志/著 朝日出版社 

  日本語の例文を題材に「日本人の英語」と「ネイティブの英語」を対比。ネイティブが日常よく使う英語表現

を詳しく説明する。 

『月の地形観察ガイド』白尾 元理/著 誠文堂新光社 

月全体の写真を使い、各月齢のときに望遠鏡で見えるさまざまな地形の位置や特徴を紹介。 

『大人になったらしたい仕事』朝日中高生新聞編集部/編 朝日学生新聞社 

  子どものころの「すき」を仕事に結びつけた３５人のインタビューを紹介します。 
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―１月― 行事のご案内（状況により中止させて頂くことがあります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪ 時 代 小 説 展 示 

１月６日（水）～２月１日（月） 

時代小説のご寄贈をいただきました。 

「日本橋牡丹堂菓子ばなし」１～６巻  中島 久枝/著 

「身代わり若殿葉月定光」１～６巻   佐々木 裕一/著 など 

全 110 冊を展示しています。 

今まで、図書館に入ってなかった作者の作品や新しいシリーズも 

あります。是非、ご利用ください。 

 

♢ 特集展示のコーナー 

１月６日（水）～２月１日（月） 
  
『再発見！和の暮らし』 本館１階 カウンター前 

 
１月は、さまざまな日本の伝統行事や文化に触れることの多い月です。 
今年は、ゆったりとした時間の中で「和」を取り入れた暮らしを 
愉しんでみませんか。 

            

☆ ２ 階 ふ れ あ い ホ ー ル 

『きらめき展』 
１月２７日（水）～２月７日（日） 

本館２階 ふれあいホール 

大日学園・羽高湖畔の家・ぽぽろ元町の施設利用者の方々が 

日々の活動の中で創った絵や織り、造形の展示です。 

 

☆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 

 

前回の展示の様子 

■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（0847）62-8805 
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【新着図書案内】※この新着図書は、2020 年 12 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  

世界で読み継がれる子どもの本１００ コリン・ソルター 原書房 019ソ   

哲学の名著 50冊が１冊でざっと学べる 岡本 裕一朗 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 130オ  

【歴史・地理】     

古代メソポタミア全史 小林 登志子 中央公論新社 227コ  

長州ファイブ 桜井 俊彰  集英社 281サ  

たずねる・わかる聖徳太子 古谷 正覚 ほか 淡交社 288シ  

【社会・教育】     

命の経済 ジャック・アタリ プレジデント社 304ア  

シニアのデジタル化が拓く豊かな未来 沢村 香苗 ほか 学陽書房 367シ  

ホンモノの偽物 リディア・パイン 亜紀書房 368ハ  

【医学・科学】     

化学が好きになる数の物語１００話 ジョエル・レビー ニュートンプレス 430レ  

あしなが蜂と暮らした夏 甲斐 信枝 中央公論新社 486カ  

ゆがみを直す骨盤体操 宮川 眞人  彩図社 492ミ  

今日からできる！暮らしの感染対策バイブル 堀 成美／監修 主婦の友社 498キ  

【技術・暮らし】     

木のストロー 西口 彩乃 扶桑社 519ニ  

エコかるた 本田 亮 フレーベル館 519ホ  

日本人建築家が建てた、海外の美しい建築 パイインターナショナル／編著 パイインターナショナル 520ニ  

冬に編みたいバッグの本 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 594フ  

【産業・農業】     

まるごと楽しむオリーブの本 岡井 路子 八月社 617オ  

錦鯉の飼い方 アクアライフ編集部／編 エムピージェー 666ニ  

「線」の思考 原 武史 新潮社 686ハ  

【芸術・スポーツ・語学】     

もっと知りたいやきもの 柏木 麻里 東京美術 751カ  

ジョン・レノン フォーエバー 広田 寛治／監修 河出書房新社 764レ  

中学英語から始める洋書の世界 林 剛司 青春出版社 830ハ  



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  

わたしの好きな季語 川上 弘美 ＮＨＫ出版 911カ  

お探し物は図書室まで 青山 美智子 ポプラ社 913.6ア  

冬の狩人 大沢 在昌 幻冬舎 913.6オ  

銀の夜 角田 光代 光文社 913.6カ  

ぼくもだよ。 平岡 陽明 角川春樹事務所 913.6ヒ  

沙漠と青のアルゴリズム 森 晶磨 講談社 913.6モ  

世間とズレちゃうのはしょうがない 養老 孟司 ほか ＰＨＰ研究所 914ヨ  

美麗島プリズム紀行 乃南 アサ 集英社 915ノ  

 

YA(ヤングアダルト)コーナー 新着本 

 

思考の教室 戸田山 和久 ＮＨＫ出版 YA116ト  

科学者になりたい君へ 佐藤 勝彦 河出書房新社 YA407サ  

ロイヤルシアターの幽霊たち ジェラルディン・マコックラン 小学館 YA933マ  

じどうコーナー あたらしい本 

 

えほん   

『スマイルショップ』 きたむら さとし／作｜岩波書店                                             

『ネコノテパンヤ』 高木 さんご／作，黒井 健／絵｜ひさかたチャイルド  

『ぼく、ひつじじゃなくてぶたなんだ』 ピム・ラマース／ぶん，ミルヤ・プラーフマン／え｜ほるぷ出版  

『もうふちゃん』 くさか みなこ／作，よしむら めぐ／絵｜小学館  

よみもの 【☆＝低学年向き ◎＝中学年向き ◇＝高学年向き】  

☆『おとうとのたからもの』 小手鞠 るい／作，すずき みほ／絵｜岩崎書店                                        

◎『ぼくの犬スーザン』 ニコラ・デイビス／文，垂石 眞子／絵｜あすなろ書房                             

◇『インド神話』 沖田 瑞穂／編訳｜岩波書店  

その他   

『ウイルスって何だろう？』 武村 政春／監修｜ＰＨＰ研究所 ４６ウ  

『納豆の本』 全国納豆協同組合連合会／総監修｜岩崎書店 ６１ナ  

『うれし たのし 江戸文様』 熊谷 博人／文・絵｜福音館書店 ７５ク  

 


