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                開館３０周年記念日                     ●の日はお休みです 

安野光雅『 旅の絵本 』パネル展 

安野さんは生前、旅の絵本を 10 巻まで構想されていました。その遺志を汲んで、アトリ

エから見つかった原画や遺稿をもとにした『旅の絵本Ⅹ』が刊行されました。旅人はオラ

ンダへ、緻密な筆致で描かれた美しい異国の情景を大きなパネルでご堪能ください。 

と き： ５月３日（火・祝）～２２日（日） 
と こ ろ： 本館２F ふれあいホール 
入 場 料： 無 料 

３０周年オリジナルグッズ 

府中市立図書館 開館３０周年を記念してオリジナルトートバッグをつくりました。 

イラストは府中市出身のイラストレーター、ヒラノトシユキさんに描いていただきま

した。5 月 13 日（金）より本館・上下分室ともに来館者アンケートにご協力いただ

いた方へ先着でプレゼントいたします。 

※※数に限りがあるため、ご家族様 1 点とさせていただきます。 

Wi-Fi が使えるようになりました 

館内で無料の Wi-Fi が使えるようになりました。アクセス ID と

パスワードは館内に掲示してあります。ぜひご活用ください。 
Free Wi-Fi 



 

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 

 

５月１２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 

 

５月１９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 

『夢見る帝国図書館』中島 京子／著 

※参加希望者は事前に図書館までご連絡ください。 

『 30th Anniversary ～本とともに～ 』 
５月１１日（水）～６月６日（月） 本館１Ｆ カウンター前 

開館３０周年を迎えられることに感謝して、本にふれる喜びや物語の魅力をお伝
えできるような展示をします。 

『 としょかんのおたんじょうび会 』 
５月１４日（土） 

５月１３日は、としょかんの３０回目のたんじょう日。 
おはなしボランティア「みどりのかぜ」のみなさんと 
スペシャルなおはなし会を行うよ！みんな来てね！ 

と  き： 午後２時から 
と こ ろ： 本館２Ｆ アルフチュール 
対 象： 幼児から 



 

 

 

～ CD・DVDが新しく入りました ～ 本館・上下分室合わせて、CD４７点、DVD３４点 

CD  DVD  

タイトル 演奏者 等 タイトル 監督 等 

ベートーベン: 

チェロ・ソナタ全曲 

ヨーヨー・マ， 

エマニュエル・アックス 

荒野に希望の灯をともす 

～医師・中村哲 現地活動３５年の軌跡～ 
谷津 賢二 

小鳥のさえずり  ボス・ベイビー トム・マクグラス 

30 ADELE 君の名は。 新海 誠 

BTS,THE BEST BTS ティファニーで朝食を Blake Edwards 

SEIKO MATSUDA 2021 松田 聖子 ノマドランド クロエ・ジャオ 

HELP EVER HURT COVER FUJII KAZE 蜜蜂と遠雷 石川 慶 

SEKAI NO OWARI SEKAI NO OWARI 糸 瀬々 敬久 

盗作 ヨルシカ みをつくし料理帖 角川 春樹 

【情報・心理】      書名 著者名 出版社 請求記号 

疲れないパソコン仕事大全 大林 ひろこ 技術評論社 007オ 

人類と神々の４万年史 上・下 ニール・マクレガー 河出書房新社 161マ 1･2 

【歴史・地理】 

お茶と権力 信長・利休・秀吉 田中 仙堂 文藝春秋 210.4タ 

絵図で歩く倉敷 倉地 克直／監修 吉備人出版 291エ 

【社会・教育】 

あなたのルーツを教えて下さい 安田 菜津紀／文・写真 左右社 316ヤ 

戦争と国際法を知らない日本人へ 小室 直樹 徳間書店 319コ 

ＬＩＳＴＥＮ 知性豊かで創造力がある人になれる ケイト・マーフィ 日経ＢＰ 361マ 

【科学・医学】 

ラジオ深夜便うたう生物学 本川 達雄 集英社インターナショナル 460モ 

口トレ・脚トレで“若返り”！ 老化のもと「フレイル」を防ぐ 飯島 勝矢／監修 ＮＨＫ出版 493ク 

【技術・暮らし】 

８９歳、ひとり暮らし。 お金がなくても幸せな日々の作りかた 大崎 博子 宝島社 590オ 

斉藤謠子のまいにちを楽しむ服とバッグ 斉藤 謠子 ＮＨＫ出版 593サ 

おべんとうの教科書 はじめてでも、ぜったい失敗しない ほりえ さちこ 学研プラス 596.4ホ 

【新着図書案内】※この新着図書は、2022 年 4 月までに受入れした図書の中から選び出したものです。 

一一般般ココーーナナーー    

 

※貸出中・上下分室所蔵のものは予約をしてください 【新着 CD・DVD のお知らせ】 



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。 

一一般般ココーーナナーー    

【産業・農業】      書名 著者名 出版社 請求記号 

甘長トウガラシ 品種選びと上手なつくり方 寺岸 明彦 農山漁村文化協会 626テ 

７５歳以上の免許更新が変わる！！！ 高齢者安全運転支援研究会／監修 ＪＡＦメディアワークス 685ナ 

【芸術・スポーツ・語学】 

愛のぬけがら エドヴァルド・ムンク 幻冬舎 723ム 

バテない登山技術 プロガイドの新提案 野中 径隆 山と溪谷社 786ノ 

【小説・文学】 

テウトの創薬 岩木 一麻 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6イ 

夏の体温 瀬尾 まいこ 双葉社 913.6セ 

弊社は買収されました！ 額賀 澪 実業之日本社 913.6ヌ 

読書セラピスト ファビオ・スタッシ 東京創元社 973ス 

少年 ロアルド・ダール 早川書房 B930タ 

  

YYAA((ヤヤンンググアアダダルルトト))ココーーナナーー  新新着着本本  

 

難民に希望の光を 真の国際人緒方貞子の生き方 中村 恵 平凡社 YA289オ 

カンフー＆チキン 小嶋 陽太郎 ポプラ社 YA913コ 

  

じじどどううココーーナナーー  ああたたららししいい本本  

 

えほん  

『大ピンチずかん』 鈴木 のりたけ／作｜小学館 

『トスカのおくりもの』 マシュー・スタージス／文，アン・モーティマー／絵，おびか ゆうこ／訳｜徳間書店 

『りぼんちょうだい』 かんざわ としこ／文，ましま せつこ／絵｜こぐま社 

よみもの 【☆＝低学年向き ◎＝中学年向き ◇＝高学年向き】 

☆『まよなかのサイクリング』 たるいし まこ／作｜あかね書房 

◎『クーちゃんとぎんがみちゃん ふたりの春夏秋冬』 北川 佳奈／作，くらはし れい／絵｜岩崎書店 

◇『ブレーメン通りのふたご』 蓼内 明子／作，井田 千秋／絵｜フレーベル館 

その他  

『家をまもる』 小松 義夫／文・写真｜福音館書店 

『ふしぎの森のふしぎ』 ヤン・パウル・スクッテン／文，メディ・オーベレンドルフ／絵，塩崎 香織／訳，川上 紳一／監修｜化学同人 

 


