
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆入口展示◆ 

「見て楽しむ本の世界」 

写真集や図鑑、装丁が美しい 

本など、見て
・ ・

楽しめるものを集め 

ました。普段とは違う視点から 

本を楽しんでみませんか？ 

 

 

12月のお知らせ 
※新型コロナウイルス感染防止のため、中止となる場合があります。 

ご迷惑をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 おひざにだっこのおはなし会 おはなしのへや 

日 時 ： 12月 10日（金） 

        10:30～11:00 

場 所 ： 府中市立図書館上下分室 

内 容 ： 絵本の読み語りや紙芝居、 

        手遊びなど 

対 象： 乳幼児と保護者 

日 時 ： 12月 18日（土） 

        14:00～14:30 

場 所 ： 上下町民会館 2階 会議室 

テーマ ： 「クリスマスのおはなし会」 

内 容 ： 絵本の読み語りや紙芝居、 

        手遊びなど 

対 象 ： 幼児から大人まで 

ドリーム号巡回日程 

階見コース 宅配北 12月　2日（木） 12月　2日（木）

清岳コース 宅配南 12月　9日（木） 12月16日（木）

吉野コース 宅配北 12月16日（木） 12月　9日（木）

矢野コース 宅配南 12月22日（水） 12月20日（月）

12月　2日（木）

12月16日（木）

上下北小学校

上下南小学校

ほのぼの苑

かがやき苑

展示のご案内 

◆12月の展示◆ 

一般 「冬に読みたいこの 1冊！」 

  冬に読みたい小説や心あたたまる物語、その他に

も、冬の行事に関連する本などを展示します。 
 
児童 「冬に贈るものがたり」 

    今年も冬がやってきた！ クリスマス、おおみそか… 

冬をもっと楽しめるものがたりを集めました。  

期間 12月 8日(水)～12月 27日(月) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府中市立図書館                        令和 3年 12月 1日発行 

上下分室だより 
編集・発行 府中市立図書館上下分室     指定管理者 （株）図書館流通センター 

TEL 62－8805 / FAX 62－8848 

利用案内 

◆開館時間   分室 午前 10時～午後 6時 30分    ◆貸出点数   図書・雑誌…1人 10点 

◆インターネットから図書の予約ができます。                        （うち CD 5点まで）   

  ホームページ                                                DVD…1人 5点  

  http://www-lib.city.fuchu.hiroshima.jp       ◆貸出期間   2週間   

  携帯から 

    http://www-lib.city.fuchu.hiroshima.jp/toshoi 

 

図書館ホームページ ⇒ 

図書館カレンダー 

日 月 火 水 木 金 土
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12月

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
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23 24 25 26 27 28 29

30 31

1月

はお休みです 

図書館見学がありました！ 

11月 10日（水）、上下南小学校 2年生

のみなさんが図書館見学に来てください

ました。みなさん、とても熱心に話を聞いて

くださいました。ありがとうございました。 

 

電子雑誌100誌 以上読み放題！ 

府中市電子図書館では、期間限定で 100誌以上の電子雑誌を公開します。さまざまなジャンルの 

人気雑誌が読み放題になります。利用するには、府中市電子図書館の利用登録が必要です。 

この機会に是非ご利用ください。 

※2021年 12月 24日まで 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宝島社 210.4/ホ

主婦の友社 535/オ

748/コ

文藝春秋 913.6/ユ

出　版　社 分　類

ＳＢクリエイティブ 007/ク

マガジンハウス 104/サ

パイインターナショナル 291/ニ

新潮社 376/フ2

日本実業出版社 498/イ

講談社 593/タ

主婦の友社 596.6/イ

ＣＣＣメディアハウス 699/オ

つり人社 787/ツ

宝島社 913.6/シ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 916/ウ

メイツユニバーサルコンテンツ 921/シ

《一般》
『日本中世史最大の謎！　鎌倉１３人衆の真実』

本郷　和人／著

源頼朝の死後、即位した２代将軍・頼家。若き将軍を補佐する名目で敷かれた、１
３人の合議制だったが…。鎌倉１３人衆について、ビジュアル資料でわかりやすく
解説する。

『大人めがねスタイル　年を重ねること。めがねをかけること。』

石原　新菜／著

はたらく哲学

アニー・グリフィス／文　村田　綾子／訳　　　日経ナショナルジオグラフィック社

手術支援ロボット「ミカエル」を推進する心臓外科医・西條と、ドイツ帰りの天才
医師・真木。難病の少年の治療をめぐり対立する２人。そんな中、西條を慕ってい
た若手医師が自ら命を絶ち…。

主婦の友社／編

大人のチーズケーキとチーズのお菓子 石橋　かおり／著

新川　帆立／著

釣り糸の結び「完全」トリセツ

年ごろを迎えた大人世代の「めがねを楽しむ」装いと選び方のヒント集。「大人め
がね」ライフを楽しむ人たちの愛用メガネ、個性的なめがね店、めがねの選び方の
基本、めがねがポイントのコーディネートなどを紹介します。

『心震える絶景　一生に一度、目にしたい景色』

黄金色に色づくアスペンの木々、水煙の中を飛び交うアマツバメ、柱の間からのぞ
く涅槃仏、乱舞する何千もの蛍、夜空を切り裂く稲妻…。夢のような地球の絶景を
１２６枚の写真で巡る。

『ミカエルの鼓動』

リフォームの魔法 檀　正也／著

佐藤　優／著

日本の路地 パイインターナショナル／編著

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　２ ブレイディみかこ／著

柚月　裕子／著

書　　　名 著　　者

家族、辞めてもいいですか？ 魚田　コットン／著

たたかわない生き方 大下　容子／著

詩人別でわかる漢詩の読み方・楽しみ方 鷲野　正明／監修

倒産続きの彼女

つり人社書籍編集部／編

見るだけＩＴ用語図鑑２７８ 草野　俊彦／著

こども免疫教室

新しく入った本の中から、一部を紹介します。
ここに紹介した本のほかにもたくさん入っています。

どうぞご利用ください。



 

Ｅ/オ

講談社 Ｅ/コ

カンゼン 14/コ

69/ツ

日東書院本社 77/ス

偕成社 913/ヒ16

文研出版 913/ム

わたしは体育がきらい。とび箱はとべないし、さかあがりもできない。ママはそん
なわたしに、せっせと練習させる。ママはわたしのために、いっしょうけんめい。
それはわかっているんだけど、がんばれなくて…。体育をめぐって自分に向き合い
成長していく女の子を、ユーモアたっぷりにえがいた物語。

のび～るハンカチ、うそ発見トランプ…。大ウケマジックから本格的なトランプマ
ジックまで、身近なものでできるマジックを多数紹介。やり方としかけを写真とと
もに説明する。演出のポイントやセリフのアレンジ例も紹介。

『ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１６』

銭天堂の評判をおとしめる六条教授の計画を知った紅子。それを阻止しようと行動
に出るが、六条教授は紅子の動きを完全に読んでいた。ついに紅子と六条教授の対
決のときがせまり…。駄菓子屋を舞台にしたふしぎなお話。

『体育がある』

廣嶋　玲子／作　ｊｙａｊｙａ／絵

『ゴリラさんは』

《児童》
『おちばのねどこでおやすみなさい』

ナポレオンズ／監修

村中　李衣／作　長野　ヒデ子／絵

大好きなバナナを抱えて歩いていたゴリラさん。つぎつぎと出会うサルさんたちに
バナナを分けてあげていましたが、ついに最後の１本になってしまって…。やさし
いゴリラさんとサルさんたちとの、バナナをめぐる物語。

『こどもロジカル思考　なぜ論理的に考えることが大切なのかがわかる本』

カレン・ジェイムソン／文　マルク・ブタヴァン／絵　石津　ちひろ／訳　　ほるぷ出版

北村　裕花／作

　　　　　　　　　　　茂木　秀昭／監修　バウンド／著

ジェローム・マーティン／［ほか］文　ドミニク・ビロン／［ほか］イラスト　竹内　薫／訳・監修　　小学館　　45/ウ

ロジカル思考は、問題の原因を見つけ、結論をみちびき出すために、情報整理し、
筋道を立てて考えること。これから起こるいろいろな問題を解決するときに役立つ
ロジカル思考のエッセンスを、イラストを交えてわかりやすく解説します。

『海について知っておくべき１００のこと』

通信会社が提供する情報通信ネットワークは、さまざまな産業や人々の暮らしの中
で、コミュニケーションや情報伝達のために使われています。その具体的な内容
を、イラストとともにわかりやすく紹介します。

『通信会社図鑑』

ＮＴＴ東日本／監修　いわた　慎二郎／絵　日経ＢＰコンサルティング／編集　　日経ＢＰ

情報を視覚的に伝える「インフォグラフィックス」の手法を使った、新しいタイプ
のサイエンスシリーズ。基礎知識からトリビアまで、海に関する１００のテーマを
わかりやすく図解する。

『すぐにできる手品　みんなびっくり！超ふしぎ！』

くまさん、こじかさん、うさぎさん…。森に住むどうぶつたちと、「おやすみなさ
い」のあいさつをしましょう。みんな眠る準備をしていますよ。秋・冬のベッドタ
イムにぴったりの絵本。


