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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 

 

 

 電子書籍のお知らせ Ｖｏｌ．4                                        

 

府中市立図書館の利用者カードをお持ちの方は、メールでも電子図書館の利用登録が 

できるようになりました。 

府中市電子図書館トップ画面左の「府中市電子図書館 利用登録はこちらから」という 

バナーをクリックして、府中市ホームページの「電子図書館の利用申し込みフォーム」から 

お申し込みください。 

※来館・電話での受付も引き続き行っています。ぜひ、ご登録をお願いいたします。 

 

   

「第６回府中市立図書館を使った調べる学習コンクール 入賞作品展示 

今年度の調べる学習地域コンクール、全国コンクールにて 

入賞した作品７点を本館 ２月１５日（月）～２２日（月）に 

展示しました。 

   今年度は、応募総数８４点（参加者１０４名）でした。 

   小学校の部・中学校の部の他にも 

大人の部・親子の部もあります。 

   来年度の募集が始まれば館内にポスターを 

   掲示しますので、興味を持たれた方は、 

ぜひ、ご応募ください。 
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―３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。） 

♪ お は な し 会 

 

♪ぬいぐるみといっしょ 

３月１３日（土） 
と き： 午後２時～２時３０分 

ところ： 本館２階 アルフチュール 

対象： 幼児から 

３月２０日（土） 
と き： 午後２時～ 

ところ： 本館 

対象： 幼児から 参加無料 

定員： 先着４名（ぬいぐるみ４体） 

事前の申し込みが必要となります。 

本館１階のカウンターまたは電話にて 

受付。定員になり次第終了。 

 

☆ 特 集 展 示 の コ ー ナ ー 

 

◇ 読 書 会 

『とりどり うっとり とりまみれ』 
３月３日（水）～４月５日（月） 

本館１階 カウンター前 

 

鳥のさえずりに春を知る 

今日この頃、鳥たちとの 

暮らしを楽しめる本を 

展示します。 

 

３月１８日（木） 
と き： 午前１０時～１２時 

ところ： 本館２階 アルフチュール 

今月の読本  

『むらさきのスカートの女』 

今村 夏子／著 

※参加希望者は、事前に 

図書館までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ロボットプログラミング体験講座“こくり”とあそぼう！ 

とき：３月２８日（日）・２９日（月） 

初級（低学年向き）午前１０時～１１時 

中・上級（中～高学年向き）午後２時～３時 

ところ：府中市立図書館 ２階 会議室 

対象：小学生とその保護者  

定員：各回ペア３組（先着順） 

参加料：無料 

受付：３月１日（月）より、電話または来館にて 

問い合わせ先：本館 （0847）４３－４３４３ 

 

 

☆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（０８４７）６２－８８０５ 

 

 

タブレット端末をはめ

込んだロボット“こく

り”をプログラミング

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。 
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着図書案内】※この新着図書は、2021 年 2 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  

なんでも「はじめて」大全 スチューワート・ロス 東洋経済新報社 031ロ   

賢く歳をかさねる人間の品格 坂東 眞理子 ＳＢクリエイティブ 159ハ  

【歴史・地理】     

日本史サイエンス 播田 安弘 講談社 B210ハ  

紋の辞典 波戸場 承龍ほか  雷鳥社 288ハ  

ダーウィンが愛した犬たち エマ・タウンゼンド 勁草書房 289タ  

【社会・教育】     

自立力を磨く 藤村 靖之 而立書房 365フ  

勉強の価値 森 博嗣 幻冬舎 379モ  

日本の３６５日を愛おしむ 本間 美加子 飛鳥新社 386ホ  

【科学・医学】  

連星からみた宇宙 鳴沢 真也 講談社 B443ナ  

美しすぎる地学事典 渡邉 克晃 秀和システム 450ワ  

電柱鳥類学 三上 修 岩波書店 488ミ  

新型コロナからいのちを守れ！ 西浦 博 中央公論新社 498ニ  

【技術・暮らし】     

リアルでゆかいなごみ事典 滝沢 秀一 大和書房 518タ  

パトカー３０年史  講談社ビーシー 537ハ  

ちょっとのコツでけっこう幸せになる自炊生活 山口 祐加 エクスナレッジ 596ヤ  

古い家ではじめた、新しい暮らし 主婦の友社／編 主婦の友社 597フ  

【産業・農業】  

猫の困った行動予防＆解決ブック 藤井 仁美 緑書房 645フ  

エビの歴史 イヴェット・フロリオ・レーン 原書房 664レ  

文章の問題地図 上阪 徹 技術評論社 670ウ  

【芸術・スポーツ・語学】     

名作椅子の解体新書 西川 栄明ほか 誠文堂新光社 758ニ  

渡哲也  河出書房新社 778ワ  

ニューエクスプレスプラス カンボジア語 上田 広美 白水社 829ウ  



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  

三十六歌仙の世界 笹川 博司 風間書房 911サ  

ばあさんは１５歳 阿川 佐和子 中央公論新社 913.6ア  

天下一のへりくつ者 佐々木 功 光文社 913.6サ  

旅する練習 乗代 雄介 講談社 913.6ノ  

７０歳、これからは湯豆腐 太田 和彦 亜紀書房 914オ  

何がおかしい 佐藤 愛子 中央公論新社 914サ  

十五匹の犬 アンドレ・アレクシス 東宣出版 933ア  

猫のユーユー アレクサンドル・クプリーン 郡像社 983ク  

 

YA(ヤングアダルト)コーナー 新着本 

 

青春の本棚 高見 京子／編著 全国学校図書館協議会 YA019タ  

コロナの時代を生きるためのファクトチェック 立岩 陽一郎 講談社 YA070タ  

銀獣の集い 廣嶋 玲子 東京創元社 YA913ヒ  

じどうコーナー あたらしい本 

 

えほん   

『うりぼうと母さん』 矢野 誠人／写真・文｜大空出版                                             

『おともだちになってくれる？』  サム・マクブラットニィ／ぶん，アニタ・ジェラーム／え｜評論社  

『もしかしたら』 コビ・ヤマダ／さく，ガブリエラ・バロウチ／え｜パイインターナショナル  

『ルラルさんのつりざお』 いとう ひろし／作｜ポプラ社  

よみもの 【☆＝低学年向き ◎＝中学年向き ◇＝高学年向き】  

☆『しかくいまち』 戸森 しるこ／作，吉田 尚令／絵｜理論社                                       

◎『だるまさんがころんだ』 飯塚 須磨子／作，たるいし まこ／画｜リーブル                             

◇『彼方の光』 シェリー・ピアソル／作｜偕成社  

その他   

『渋沢栄一』 老川 慶喜／監修｜小学館 ２８シ  

『こども手に職図鑑』 子供の科学／編｜誠文堂新光社 ３６コ  

『カラスのいいぶん』 嶋田 泰子／著｜童心社 4８シ  

 


