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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 
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池松静さん作品展 静のアート展

池松静さんの作品展です。今回のテーマは「 夢 」です。 

油絵、水彩、クレパス画等、新たな夢に向かって作品をつくられています。 

※最終日は１５：００まで 

大日学園・羽高「湖畔の家」・ぽぽろ元町の施設利用者の方々が 

日々の活動の中で創った絵や織り、造形の展示です。 

きらめき展

皆様、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

 今年の干支は兎ですね。兎は古来より神話や昔話などに登場し、私たちにとって身近に感じ

る存在であると言えます。子どもの頃にお月様には兎が住んでいてお餅つきをしていると教え

られクレーターのシルエットに兎を重ね見ていたものですが、兎は月の使いであると信じ言い

伝えてきた私たちの祖先のロマンを大事にしていきたいと思います。 

心おだやかな一年を過ごすことができますように。 

年のはじめに・・ 

参照：佐藤健一郎，田村善次郎『十二支の民俗誌』八坂書房，2018，382/サ 

府中市立図書館 館長 田中いづみ 



 

 
 

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。 
行事のご案内 

 

 

☆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 
 

■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 

 

１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 

『 よっ！年男に年女 』 
１月５日（木）～２月６日（月） 本館１Ｆ カウンター前 

卯年生まれの小説家や有名人など、年男・年女に関する本を集めます。 

１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 『 ライオンのおやつ 』小川 糸／著 

※参加希望者は事前に図書館までご連絡ください。 

１月１４日（土）・２８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 
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【新着図書案内】※この新着図書は、2022 年 12 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 

このゲームにはゴールがない ひとの心の哲学 古田 徹也 筑摩書房 115フ 

神主はつらいよ とある小さな神社のあまから業務日誌 新井 俊邦 自由国民社 170ア 

【歴史・地理】 

風土記博物誌 神、くらし、自然 三浦 佑之 岩波書店 210.3ミ 

すばらしい失敗 「数独の父」鍜治真起の仕事と遊び ニコリ／編 ニコリ 289カ 

京都 季節を楽しむ暮らしごと 365日 smile editors／編 主婦と生活社 291キ 

【社会・教育】 

水族館のアシカはいくらで買える? 野崎 敏彦 合同フォレスト 349ノ 

好かれる人の神対応嫌われる人の塩対応 大野 萌子 幻冬舎 361オ 

親が倒れた!親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 太田 差惠子 翔泳社 369オ 

【科学・医学】 

かけらが語る地球と人類 138億年の大図鑑 ミニ・ミュージアムほか 河出書房新社 450カ 

熊鷹 孤高の狩人 真木 広造／撮影・監修 メイツユニバーサルコンテンツ 488マ 

即効!耳ほぐし 1回 1分もむだけで、不調をすっきり改善! 松岡 佳余子 河出書房新社 492マ 

筋肉と美容のミカタたんぱく質大全 河谷 彰子／監修 成美堂出版 498キ 

【技術・暮らし】 

メガネの歴史 フォトグラフィー ジェシカ・グラスコック 原書房 535ク 

これ、台所でつくれます。 発酵漬物から手打ち麵、ベーコン・チーズまで 農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会 596コ 

“だし”を使わなくてもおいしい煮もの 吉田 愛 主婦と生活社 596ヨ 

柑橘のお菓子とデザート 江藤 英樹ほか 誠文堂新光社 596.6カ 

【産業・農業】 

珍奇植物ハビタットスタイル Shabomaniac!ほか 日本文芸社 627シ 

ウシのげっぷを退治しろ 地球温暖化ストップ大作戦 大谷 智通 旬報社 645オ 

会社の売上を爆上げする YouTube集客の教科書 大原 昌人 自由国民社 675オ 

【芸術・スポーツ・語学】 

旅のネコと神社のクスノキ 池澤 夏樹／文，黒田 征太郎／絵 スイッチ・パブリッシング H72ク 

名画のかごを編む 佐々木 麗子 誠文堂新光社 754サ 

まるごとバナナが、食べきれない 大久保 佳代子 集英社 779オ 

 



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 

室生犀星俳句集 室生 犀星 岩波書店 B911ム 

私のことならほっといて 田中 兆子 新潮社 B913.6タ 

パディントン発 4時 50分 アガサ・クリスティー 早川書房 B933ク 

ジャクソンひとり 安堂 ホセ 河出書房新社 913.6ア 

バッド・コップ・スクワッド 木内 一裕 講談社 913.6キ 

南洋のエレアル 中路 啓太 中央公論新社 913.6ナ 

首ざむらい 世にも快奇な江戸物語 由原 かのん 文藝春秋 913.6ヨ 

森の来訪者たち 北欧のコテージで見つけた生命の輝き ニーナ・バートン 草思社 949ハ 

 

YA(ヤングアダルト)コーナー 新着本 

 

面接官に好印象を与える高校入試面接のオキテ 55 常本 浩幸 KADOKAWA YA376ツ 

作ろう!フライドチキンの骨格標本 志賀 健司 緑書房 YA488シ 

普通のノウル イ ヒヨン 評論社 YA929イ 

 

じどうコーナー あたらしい本 

 

えほん  

『荒大名の茶の湯』 神田 伯山／監修，石崎 洋司／文，岡本 よしろう／絵｜講談社 

『ゆきのげきじょう』 荒井 良二／作｜小学館 

『毒もみのすきな署長さん』 宮沢 賢治／作，山村 浩二／絵｜三起商行 

『へいおまち!  おすしのえほん』 彦坂 有紀／作，もりと いずみ／作｜講談社 

よみもの 【☆＝低学年向き ◎＝中学年向き ◇＝高学年向き】 

☆『みずうみのおはなし 3にんぐみ』 ジェイムズ・マーシャル／さく，小宮 由／やく｜大日本図書 

◎『にわか魔女のタマユラさん』 伊藤 充子／作，ながしま ひろみ／絵｜偕成社 

◇『星空の約束』 三輪 裕子／作，森 雅之／絵｜あかね書房 

その他  

『こどもモヤモヤ解決 BOOK』 熱海 康太／著｜えほんの杜｜15ア 

『古典がおいしい!平安時代のスイーツ』 前川 佳代／著，宍戸 香美／著｜かもがわ出版｜38 マ 

『ヘリコプターのしくみ』 齊藤 茂／文，山本 瑞樹／絵｜福音館書店｜53 サ 

 


