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                ●の日はお休みです 

. 

本館、上下分室ともに蔵書点検のため休館いたします。図書の返却は玄関横の返却ポストを 

ご利用いただけます。カセットテープ・CD・DVD はポストには入れず、開館後にカウンター

までお持ちください。ご不便をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いい

たします。 

特別休館 ９月５日（月）～９月９日（金）のお知らせ 

第８回 府中市立図書館を使った調べる学習コンクール の募集が始まります 

図書館の資料や様々な情報を活用して調べたことをまとめて作品にしたものを募集します。 

調べるテーマは自由です。 

募 集 期 間 令和 4 年９月 1 日（木）～１０月２２日（土）必着 

応 募 資 格 府中市内在住、在学の個人・グループ・学級など 

部 門 小学校の部・中学校の部・大人の部・親子の部 

 府中市立図書館０８４７－４３－４３４３ 

図書館で職場体験をしました 

夏休みの期間中、図書館では市内の小学生が図書館

の仕事を体験しました。カウンターでの本の貸出

や、書棚への返本作業、本のフィルムコーティング、

など、普段は見えない裏方の作業や初めての体験に

真剣に取り組みました。これからも図書館をたくさ

ん利用してくださいね。 



 

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 

 

『 猫好きが贈る。猫好きのための猫本特集。 』 
９月１日（木）～９月３０日（金） 

ご存じの方も多いはず、2 月 22 日は「猫の日」です。 では、9 月 29 日は「招き猫
の日」という事をご存じでしょうか。9 月 29 日→クルフク（来る福）との語呂合わ
せです。というわけで、2 月までは待てない猫好きの方へ向けた猫の特集をお届けい
たします。この特集を見れば福が訪れるかもしれません。 

９月１５日（火） 

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 

『 蔵出し！！時代・歴史小説 』 
９月１０日（土）～１０月３日（月） 

本館１Ｆ カウンター前 

普段は目に触れることのない書庫にある 
時代・歴史小説を集めました。 

９月１７日（土）・２４日（土） 

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 

９月１５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  

※参加希望者は事前に図書館までご連絡ください。 



【新着図書案内】※この新着図書は、2022 年 8 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 

大きな字でわかりやすい YouTubeユーチューブ入門 AYURA 技術評論社 007オ 

「静かな人」の戦略書 ジル・チャン ダイヤモンド社 141シ 

【歴史・地理】 

日本人として知っておきたい琉球・沖縄史 原口 泉 PHP研究所 219ハ 

百歳の哲学者が語る人生のこと エドガール・モラン 河出書房新社 289モ 

STAY WILD  自然の中で過ごす極上のキャビン ゲシュタルテンほか／編 グラフィック社 293ス 

【社会・教育】 

一生安心するためのフリーランスのお金がぜんぶわかる本 関根 俊輔／監修 新星出版社 335イ 

時代の変わり目を、やわらかく生きる 石川 理恵／取材・文 技術評論社 365イ 

葬式消滅  お墓も戒名もいらない 島田 裕巳 G.B. 385シ 

【科学・医学】 

土砂災害の疑問 55 日本応用地質学会災害地質研究部会／編 成山堂書店 455ト 

生きもの毛事典 保谷 彰彦／文 文一総合出版 481ホ 

結局、腸が 9割  名医が教える「腸」最強の健康法 川本 徹 アスコム 493カ 

成功する子は食べ物が 9割栄養ぐるぐるレシピ 細川 モモ／監修 主婦の友社 493セ 

【技術・暮らし】 

線と管をつながない好文×全作の小屋づくり 中村 好文ほか PHPエディターズ・グループ 527ナ 

船の仕事海の仕事 伊藤 玄二郎／編 全日本海員組合 557フ 

おあげさん 平松 洋子 パルコエンタテインメント事業部 596.0ヒ 

日本ご当地パン大全  辰巳出版 596.6ニ 

【産業・農業】 

農家が教える酢とことん活用読本 農文協／編 農山漁村文化協会 615ノ 

カラーリーフ図鑑 荻原 範雄 講談社 629オ 

すみません素人でも仕事の写真を上手に撮影する方法ってないですか? 矢島 直美 インプレス 674ヤ 

【芸術・スポーツ・語学】 

クラシック偽作・疑作大全 近藤 健児ほか 青弓社 762コ 

新しい登山の教科書 栗山 祐哉／監修 池田書店 786ア 

あなたの知らない、世界の希少言語 ゾラン・ニコリッチ 日経ナショナルジオグラフィック 802ニ 

 



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 

ペガサスの記憶 桐島 洋子ほか 小学館 910キ 

猫は髭から眠るもの 堀本 裕樹／編著 幻冬舎 911ネ 

ぼくらに噓がひとつだけ 綾崎 隼 文藝春秋 913.6ア 

号外!幕末かわら版 土橋 章宏 角川春樹事務所 913.6ト 

点滅するものの革命 平沢 逸 講談社 913.6ヒ 

あくてえ 山下 紘加 河出書房新社 913.6ヤ 

今日もごきげんよう 松浦 弥太郎 マガジンハウス 914マ 

ファイナル・ツイスト ジェフリー・ディーヴァー 文藝春秋 933テ 

 

YA(ヤングアダルト)コーナー 新着本 

 

生命倫理のレッスン 人体改造はどこまで許されるのか? 小林 亜津子 筑摩書房 YA490コ 

大人になる前に知る老いと死 前沢 政次 ぺりかん社 YA493マ 

グレイッシュ 大島 恵真／作 文研出版 YA913オ 

 

じどうコーナー あたらしい本 

 

えほん  

『おばけのジョージーたからさがし』 ロバート・ブライト／さく，こみや ゆう／やく｜好学社 

『庭にくるとり』 石川 えりこ／作・絵｜ポプラ社 

『ホホジロザメ』 沼口 麻子／文，関 俊一／絵｜福音館書店 

『森のささやきの標本室』 たなか 鮎子／著｜エイアンドエフ 

よみもの 【☆＝低学年向き ◎＝中学年向き ◇＝高学年向き】 

☆『イカにんじゅつ道場 ただいま弟子ぼしゅうちゅう』 香桃 もこ／作，岡田 よしたか／絵｜福音館書店 

◎『ぼくのちぃぱっぱ』 長江 優子／作，早川 世詩男／絵｜ゴブリン書房 

◇『金曜日のヤマアラシ』 蓼内 明子／著，中田 いくみ／装画｜アリス館 

その他  

『ブラックホールってなんだろう?』 嶺重 慎／文，倉部 今日子／絵｜福音館書店 44 ミ 

『貝のふしぎ発見記』 武田 晋一／写真・文，阿部 浩志／編集・文協力，福田 宏／監修｜少年写真新聞社 48 タ 

『すごいゴミのはなし ゴミ清掃員、10年間やってみた。』 滝沢 秀一／文，スケラッコ／イラスト，萩原 まお／イラスト｜学研プラス 51 タ 

 


