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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 

 

 

 図書除菌機のお知らせ                                        

 

３月３日（水）、紫外線で除菌する「図書除菌機」を設置しました。 

使い方は、除菌機のドアを開き、本を広げ設置台に置いて、スイッチを 

押すだけです。30 秒で終了します。風をあてて、本のページに挟まって 

いるゴミや髪の毛などを取り除き、紫外線により除菌も行います。 

また、本につきやすいタバコやペットの匂いを消臭することもできます。 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で不安に思われている方も除菌機を 

使って安心して図書館をご利用ください。 

除菌機のドアを開くと爽やかな香りがします。お試しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本館２階ふれあいホール 

 

熊谷直剛さんの写真展 

「くまがいの写真記―していること・してきたこと」 

４月１４日（水）～26 日（月）（最終日は午後４時まで） 

 

身近な景色を撮影した写真に熊谷さんの一言が 

添えられた写真展。今回で１５回目となります。 

どうぞお楽しみに！ 

ぜひ、2 階ふれあいホールにお越し下さい。 
前回の様子 



―４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 

 

◇ 読 書 会 

４月１０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 

４月１５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  

『原民喜 死と愛と孤独の肖像』 

梯 久美子／著 

※参加希望者は、事前に 

図書館までご連絡ください。 

 

☆ 特 集 展 示 の コ ー ナ ー 

 

☆YA コーナーの展示 

 

『出会いの予感』 

 

４月７日（水）～５月３日（月） 

本館１階 カウンター前 

 

春は出会いの季節。人生や価値観を変える

かもしれない「新しい出会い」を描いた本

を展示します。本の中での初めての人やモ

ノとの出会いを楽しんでみてください！ 

 

『新学期のスタートは、新書から！』 

展示中 ～５月１0 日（月） 
本館１階 ＹＡコーナー 

 
新しいことを知る、学びには新書が 

ぴったり！入門書として読みやすい 

新書を集めて展示します。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🌺春のおはなし会スペシャル 

４月２４日（土） 

と き：午後２時から 

ところ：本館２階アルフチュール（晴れたら 2 階テラス） 

対 象 ：幼児から 

参加料：無料 

晴れたらテラスでおはなし会！心地よい春風のなかで一緒に楽しもう！ 

※感染予防対策のため、人数制限をさせて頂くことがあります。 

※手指のアルコール消毒とマスクの着用にご協力お願いします。 

 

 

 

☆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（０８４７）６２－８８０５ 

 

 



【新着図書案内】※この新着図書は、2021 年 3 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  

歴史を変えた１００冊の本 スコット・クリスチャンソンほか エクスナレッジ 028ク   

和辻哲郎座談 和辻 哲郎 中央公論新社 B121ワ  

【歴史・地理】     

人類前史（上・下） グラハム・ハンコック 双葉社 209ハ  

シルクロード全史（上・下） ピーター・フランコパン  河出書房新社 220フ  

WOMEN キアラ・パスクアレッティ･ジョンソン ポプラ社 280ハ  

【社会・教育】     

ロッキード 真山 仁 文藝春秋 312マ  

子育て支援の経済学 山口 慎太郎 日本評論社 369ヤ  

江戸庶民のまじない集覧 長友 千代治 勉誠出版 387ナ  

【科学・医学】  

地図の博物図鑑 ベッツイ・メイソンほか 日経ナショナルジオグラフィック社 448メ  

４７都道府県・花風景百科 西田 正憲／編著 丸善出版 472ニ  

寄生蟲図鑑 大谷 智通 講談社 481オ  

よくわかるみんなの救急 坂本 哲也／編 大修館書店 492ヨ  

【技術・暮らし】     

世界の夢の動物園 ナターシャ・ムーザー エクスナレッジ 523ム  

マスタードの歴史 デメット・ギュゼイ 原書房 588キ  

幸せな「ひとり老後」を送るためのお金の本 竹下 さくら 秀和システム 591タ  

野菜の恩返し 平野 レミ 主婦の友社 596.3ヒ  

【産業・農業】  

一番くわしい苔の教科書 石戸 明一／監修 スタジオタッククリエイティブ 627イ  

イヌの博物図鑑 アーダーム・ミクローシ／編 原書房 645イ  

図形で魅せる広告レイアウトデザイン パイインターナショナル／編著 パイインターナショナル 674ス  

【芸術・スポーツ・語学】     

こんな写真を撮ってきた 椎名 誠 新日本出版社 748シ  

桜庭一樹のシネマ桜吹雪 桜庭 一樹 文藝春秋 778サ  

社会人のための英語の世界ハンドブック 酒井 志延ほか／編 大修館書店 830シ  



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  

龍彦親王航海記 礒崎 純一 白水社 910シ  

走れ、若き五右衛門 小嵐 九八郎 講談社 913.6コ  

源氏五十五帖 夏山 かほる 日経 BP日本経済新聞出版本部 913.6ナ  

これで暮らす 群 ようこ KADOKAWA 914ム  

老親友のナイショ文 往復書簡 瀬戸内 寂聴ほか 朝日新聞出版 915セ  

ゼアゼア トミー・オレンジ 五月書房新社 933オ  

ベレンとルーシエン J.R.R.トールキン 評論社 933ト  

ぼく自身のノオト ヒュー・プレイサー 創元社 934フ  

 

YA(ヤングアダルト)コーナー 新着本 

 

地方を生きる 小松 理虔 筑摩書房 YA318コ  

正しく知って正しく使う「くすり」の大事典 くすりの適正使用協議会／監修 くもん出版 YA499タ  

詩人になりたいわたし X エリザベス・アセヴェド 小学館 YA933ア  

じどうコーナー あたらしい本 

 

えほん   

『おそうじロボットのキュキュ』 こもり まこと／作｜偕成社                                             

『こぐまとブランケット』  L.J.R.ケリー／文，たなか ようこ／絵｜早川書房  

『ちこくのりゆう』 森くま堂／作，北村 裕花／絵｜童心社  

『ナマケモノだから』 むらかみ ひとみ／さく｜イマジネイション・プラス  

よみもの 【☆＝低学年向き ◎＝中学年向き ◇＝高学年向き】  

☆『オニタロウ』 こさか まさみ／文，北村 人／絵｜福音館書店                                       

◎『木はえらい』 谷川 俊太郎ほか／編訳｜岩波書店                             

◇『食虫植物ジャングル』 萩原 弓佳／作，十々夜／画｜文研出版  

その他   

『渋沢栄一伝』 小前 亮／作｜小峰書店 ２８シ  

『土に生かされた暮らしをつなぐ』 豊田 直巳／写真・文｜農山漁村文化協会 ３６ト  

『自由帳みせて！』 すずき こうせい／文・イラスト｜福音館書店 ７２シ  

 


