
No.1６７（令和５年３月）編集・発行／府中市立図書館 指定管理者 ㈱図書館流通センター 

 ３月号 

  

  

 

図書館カレンダー （本館開館時間 午前 9：30～午後 7：00） 

8 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 

                 1 2 3 4       1 

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 

26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 

         30       

●の日はお休みです 

『琺瑯の赤の薬缶』 
吉川 敬子 本館郷土資料コーナー/H91/キ 

新市町にお住いの吉川敬子さんが、2022 年 3 月に青磁社より『琺瑯の赤の薬缶』を 

出版されました。『琺瑯の赤の薬缶』は、2003 年から 2016 年までの間に 

吉川さんが詠まれた歌の中から 600 首余りを選出した第一歌集です。 

こんこんと流れゆく日々におもりをつけるように詠まれた歌が、時間の 

澱の中で確かな光をともしつづけているような、そんな歌集です。 

時のうつろいを感じる淡い春、ぜひゆっくりと味わってください。 

本 館 

と  き：３月２５日(土)午後 2 時～ 

定  員：２５人(要予約・先着順) 

3 月 1 日(水)より電話または来館にて受付 

 

上下分室 

と  き：３月１８日(土)午後 2 時～ 

定  員：なし 

お気に入りのぬいぐるみと一緒に、おはなし会に参加しよう！ 

ぬいぐるみといっしょにおはなし会 



 

 
 

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 

 

３月９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 

 

『 スローライフのすすめ 』 
３月８日（水）～４月３日（月） 本館１Ｆ カウンター前 

季節の変わり目で日々の生活にも変化が起きやすい今こそ取り入れたい、 
ゆるい暮らしの知恵や、心身がととのうセルフケアの本を展示します。 

３月１６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 『 二番目の悪者 』林 木林／著 

※参加希望者は事前に図書館までご連絡ください。 

３月１１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 



【新着図書案内】※この新着図書は、2023 年 2 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 

トコトンやさしい VRの本 廣瀬 通孝／監修 日刊工業新聞社 007ト 

きょうだいが苦手だ  みずがき ひろみ 河出書房新社 146ミ 

【歴史・地理】 

新説家康と三方原合戦 生涯唯一の大敗を読み解く 平山 優 NHK出版 210.4ヒ 

木陰の歴史 感情の源泉としての樹木 アラン・コルバン 藤原書店 230コ 

寒い国のラーゲリで父は死んだ 山本 顕一 バジリコ 289ヤ 

【社会・教育】 

99%離婚 モラハラ夫は変わるのか 中川 瑛／原作 KADOKAWA 367ナ 

万引き G メンの憂鬱 日南休 実 ザメディアジョン 368ヒ 

名画のティータイム 拡大でみる 60の紅茶文化事典 Cha Tea紅茶教室 創元社 383メ 

【科学・医学】 

天文学者は星を観ない シム チェギョン 亜紀書房 440シ 

新種発見!  見つけて、調べて、名付ける方法 馬場 友希ほか／編著 山と溪谷社 461シ 

ノドトレ いつまでも美味しく食べたい人のムセと肺炎知らずのノドの筋トレ 5秒メソッド 西尾 正輝 メディカル・ケア・サービス 491ニ 

スマホ失明 川本 晃司 かんき出版 496カ 

【技術・暮らし】 

軽トラパラダイス!  みんなの遊べる最強カー  扶桑社 537ケ 

大人のための神乳のつくり方 佐藤 由加里 光文社 595サ 

フランスのおうちごはんクリュディテ 上田 淳子 主婦と生活社 596.3ウ 

新しい収納の教科書 「浮かせる」「立たせる」「寝かせる」でどんな家も片づく 赤工 友里 KADOKAWA 597ア 

【産業・農業】 

農産物直売所で稼ぐ 70の極意 勝本 吉伸 家の光協会 611カ 

小さな庭のスタイルブック the Farm UNIVERSAL CHIBA／監修 家の光協会 629チ 

らくらく安全運転 BOOK 事故・トラブルから身を守る!  スタジオタッククリエイティブ 681ラ 

【芸術・スポーツ・語学】 

更に、古くて素敵なクラシック・レコードたち 村上 春樹 文藝春秋 760ム 

笑い神 M-1、その純情と狂気 中村 計 文藝春秋 779ナ 

教養としての上級語彙 知的人生のための 500語 宮崎 哲弥 新潮社 814ミ 

 



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 

短編回廊 アートから生まれた 17の物語 ローレンス・ブロック／編 ハーパーコリンズ・ジャパン B933タ 

ウィンダム図書館の奇妙な事件 ジル・ペイトン・ウォルシュ 東京創元社 B933ヘ 

文豪が愛した文豪 真山 知幸 彩図社 910マ 

ケチる貴方 石田 夏穂 講談社 913.6イ 

つぎはぐ、さんかく 菰野 江名 ポプラ社 913.6コ 

香港陥落 松浦 寿輝 講談社 913.6マ 

じゃむパンの日 赤染 晶子 palmbooks 914ア 

クレムリンの魔術師 ジュリアーノ・ダ・エンポリ 白水社 953タ 

 

YA(ヤングアダルト)コーナー 新着本 

 

13 歳から考える住まいの権利 多様な生き方を実現する「家」のはなし 葛西 リサ かもがわ出版 YA365ク 

韓国語で推しを語りたい!  “好き”から始める最高の韓国語入門 Joo 大和書房 YA829シ 

ポテトとシェイクの恋のあと 神戸 遙真 講談社 YA913コ 

 

じどうコーナー あたらしい本 

 

えほん  

『うさぎのさとうくんあさひ』 相野谷 由起／さく｜小学館 

『きみだけの夜のともだち』 セング・ソウン・ラタナヴァン／作，西 加奈子／訳｜ポプラ社 

『ちいさなちいさなヤクのガーティ』 ルー・フレイザー／文，ケイト・ヒンドリー／絵，三原 泉／訳｜岩崎書店 

『どんないえにすみたい?』 ジョージ・メンドーサ／文，ドリス・スーザン・スミス／絵，木坂 涼／訳｜好学社 

よみもの 【☆＝低学年向き ◎＝中学年向き ◇＝高学年向き】 

☆『2番めにすき』 吉野 万理子／作，高橋 和枝／絵｜くもん出版 

◎『箱舟に 8時集合!』 ウルリヒ・フーブ／作，イョルク・ミューレ／絵，木本 栄／訳｜岩波書店 

◇『キャラメルの木のひみつ』 熊谷 千世子／作，かわい ちひろ／絵｜文研出版 

その他  

『真鍋先生の恐竜教室』 真鍋 真／著｜岩波書店｜45マ 

『光るマウスが未来をかえる』 森川 成美／作，石井 聖岳／絵｜講談社｜46モ 

『津津浦浦』 野坂 勇作／文・絵｜福音館書店｜68 ノ 

 


