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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 

. 

と  き：１１月２３日（水）１５：００～１５：３０（終了後の館内見学は３０分程度） 
と こ ろ：本館、上下分室 
対  象：中学生・義務教育学校７年生以上 
定  員：本館６人、上下分室３人 
参 加 料：無料 
申込方法：１１月２日（水）より電話または来館にて受付（先着順） 

個人所有のタブレットやスマー

トフォンを持参してください。 

事前に府中市電子図書館の登録が

必要になります。 

 

カンタン操作で電子書籍！体験しませんか。講座終了後は希望者に館内見学ツ

アーも行います。ぜひ、ご参加ください。 

 

図書館で役目を終えた本や雑誌を、１人２０冊までお持ち帰りいただけます。 

各自持ち帰り用の袋をご持参ください。 

と  き：１１月２７日（日）～２８（月） 
と こ ろ：本館・上下分室 

※本館のみ、２７日（日）の９：３０～１２：００の間は整理券を配布し人数制限を行います。 

各回２５人まで、３０分で入れ替えます。 

※整理券は１１月１９日（土）９：３０より、本館１F カウンターにて配布します。（１人につき２枚まで、先着順） 

府中で水彩画を描かれている「ＳＯＲＡの会」のメンバーによる作品展です。 

情緒あふれる美しい絵画の世界をお楽しみください。 

 と  き：１１月１０日（木）～２４（木）※最終日は１６：００まで 
と こ ろ：本館２F ふれあいホール 
入 場 料：無料 



 

 
 

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 

 

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 

『未来の自分と出会うお仕事小説 』 

中高生が将来の職業を決める参考になる

ような本やさまざまな職業に従事する

人々をテーマにした本を展示します。 

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  

『星落ちて、なお』澤田 瞳子/著 

※参加希望者は事前に図書館までご連絡ください。 

『 暮らしの中にアートを 』 

本館１Ｆ カウンター前 

日々の生活にアート・芸術を取り入れてみませんか？目で楽しむ本、インテリア・日用
品の本、自分で作品作りに挑戦できる本などを集めて展示します。 

行事のご案内 



【新着図書案内】※この新着図書は、2022 年 10 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 

最新Web3 とメタバースがよ〜くわかる本 長橋 賢吾 秀和システム 007ナ 

傷つきやすいのに刺激を求める人たち トレイシー・クーパー フォレスト出版 146ク 

【歴史・地理】 

大名左遷 岡崎 守恭 文藝春秋 210.5オ 

トンチキ鎌倉武士 長谷川 ヨシテル 柏書房 281ハ 

ザ・クイーン エリザベス女王とイギリスが歩んだ一〇〇年 マシュー・デニソン カンゼン 289エ 

【社会・教育】 

ロシアとシリア ウクライナ侵攻の論理 青山 弘之 岩波書店 319ア 

心理的安全性をつくる言葉 55 最高のチームはみんな使っている 原田 将嗣 飛鳥新社 336ハ 

「ヤングケアラー」とは誰か 家族を“気づかう”子どもたちの孤立 村上 靖彦 朝日新聞出版 369ム 

【科学・医学】 

HEY,BABY!野生動物の子どもたち ステファニー・ウォーレン・ドリマー エムディエヌコーポレーション 482ト 

面白くて眠れなくなるウンチ学 左巻 健男 PHP エディターズ・グループ 491サ 

「毎日疲れない」にいいこと超大全 工藤 孝文／監修 宝島社 498マ 

タオルで楽々!カラダほぐれる!健康 PARTY体操 村山 敏夫 主婦の友社 498ム 

【技術・暮らし】 

DIYでキャンピングカーを作る  キャンプ 537テ 

身のまわりの水のはなし 斎藤 恭一 朝倉書店 571サ 

きのこのレシピ帖 松島 由恵 パルコエンタテインメント事業部 596.3マ 

ショートブレッドのすべて 吉澤 るり子 誠文堂新光社 596.6ヨ 

【産業・農業】 

農協の闇 窪田 新之助 講談社 611ク 

農家が教えるわくわくマメつくり 栽培・保存・加工・レシピ 農文協／編 農山漁村文化協会 616ノ 

サボテンはすごい!  過酷な環境を生き抜く驚きのしくみ 堀部 貴紀 ベレ出版 627ホ 

【芸術・スポーツ・語学】 

エリック・カール 絵本の秘密をさぐる  平凡社 726カ 

素敵な空が見えるよ、明日もきっと リト@葉っぱ切り絵 講談社 726リ 

YUZURU HANYU TRACE OF STAR 羽生結弦 2010-2022  文藝春秋 784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 

親愛なる向田邦子さま 森繁 久彌ほか 河出書房新社 910ム 

高島太一を殺したい五人 石持 浅海 光文社 913.6イ 

れんげ出合茶屋 泉 ゆたか 双葉社 913.6イ 

介護者 D 河崎 秋子 朝日新聞出版 913.6カ 

人間みたいに生きている 佐原 ひかり 朝日新聞出版 913.6サ 

方舟 夕木 春央 講談社 913.6ユ 

出てこい海のオバケたち 椎名 誠 新日本出版社 915シ 

われら闇より天を見る クリス・ウィタカー 早川書房 933ウ 

窓辺の愛書家 エリー・グリフィス 東京創元社 B933ク 

 

YA(ヤングアダルト)コーナー 新着本 

 

難しい本を読むためには 山口 尚 筑摩書房 YA019ヤ 

安吾先輩は解読したい 暗号事件は旧校舎まで 三川 三 KADOKAWA YA913ミ 

 

じどうコーナー あたらしい本 

 

えほん  

『これ、なーんだ?』 今井 しのぶ／写真｜マイルスタッフ 

『タコとだいこん』 伊佐 久美／作｜講談社 

『トンちゃんってそういうネコ』 MAYA MAXX／さく｜汐文社 

『ミイラのなぞをとけおとうとうさぎ!』 ヨンナ・ビョルンシェーナ／作，ヘレンハルメ美穂／訳｜クレヨンハウス 

よみもの 【☆＝低学年向き ◎＝中学年向き ◇＝高学年向き】 

☆『のはらクラブのちいさなおつかい』 たかどの ほうこ／作｜理論社 

◎『ふしぎなメリーゴーラウンド』 リーザ=マリー・ブルーム／作，はたさわ ゆうこ／訳，こやま こいこ／絵｜徳間書店 

◇『星屑すぴりっと』 林 けんじろう／著｜講談社 

その他  

『世界の魔よけ図鑑』 三国 信一／監修，土谷 輪／監修，本作り空 Sola／編｜岩崎書店｜38 セ 

『なぜ君たちはグルグル回るのか』 佐藤 克文｜福音館書店｜48サ 

『情報通信のひみつ』 おがた たかはる／まんが｜学研プラス｜54シ 

 


