
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

府中市立図書館                           令和 4年 4月発行 

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

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

4月

はお休みです 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

5月

上下分室にある雑誌を紹介します！ 

ジャンル タイトル ジャンル タイトル

総合誌 サライ おとなの週末

安心 オレンジページ

からだにいいこと 家庭画報

趣味・芸術・スポーツ Cut（カット） ku：nel（クウネル）

語学・教育 プレジデント　ファミリー COTTON TIME（コットンタイム）

文芸・読書 文芸春秋 サンキュ！

Wink（ウィンク） 趣味の園芸やさいの時間

Grandeひろしま VoCE（ヴォーチェ）

YA向け Popteen（ポップティーン） VERY（ヴェリィ）

暮らし・家庭

ファッション

地域

健康　

※雑誌の最新号は貸出できません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４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。 

 

ドリーム号巡回日程 

展示のご案内 

◆４月の展示◆ 

一般 「嗜好品と読書」 

   ４月は嗜好品や本に関する記念日が多い月。コー 

ヒーや緑茶の本、そして春にぴったりな小説を展 

示します。 

児童 「地球の日」 

 ４月２２日はアースデー。SDGs や天気・気候変動 

など、地球について考えてみよう！ 

期間 4 月 6 日(水)～ 5 月 9 日（月） 

◆入口の展示◆ 

「春特集」 

 

おひざにだっこのおはなし会 おはなしのへや 

日 時 ： ４月 ８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 ： ４月 1６日（土） 

        14:00～14:30 

場 所 ： 上下町民会館  会議室 

テーマ ： 「春のおはなし会」 

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 

階見コース 宅配北 4月　8日（金） 4月　8日（金）

清岳コース 宅配南 ４月14日（木） 4月21日（木）

吉野コース 宅配北 4月21日（木） 4月14日（木）

矢野コース 宅配南 4月28日（木） 4月28日（木）

4月 　8日（金）

4月21日（木）

上下北小学校

上下南小学校

ほのぼの苑

かがやき苑

◆窓ぎわの展示◆ 

「知っていますか？ 

発達障害のこと」 

４月２日は世界自閉症啓発デーで

す。 この機会に発達障害について知

ってみませんか？ 



 

 

 

 

 

 
 

『地図でスッと頭に入るアジア２５の国と地域』 

井田 仁康／監修   昭文社   （292/チ） 

バブル崩壊の兆しが見える中国、政治的締めつけが強まる香港、格差社会が広がるタイ

…。アジア２５の国と地域をとりあげ、地理、歴史、政治、文化、食、産業、有名人などを、

イラストマップとともに紹介する。 

『会話に花が咲くクイズ昭和物語』 

安部 満／著  伊藤 文人／イラスト   みらいパブリッシング   （498/ア） 

「昭和３９年、国内で世界初の高速鉄道が開業。その名前は？」 懐かしい昭和時代の体

験を共有することで、皆が自然と笑顔になる、コミュニケーションツールとしてのクイズ

集。脳の健康を促し、発声練習にもなる一冊。 

『手持ちの服でなんとかなります  スタイリストだけが知っている着こなしのコツ』 

杉山 律子／著   サンマーク出版   （５８９/ス） 

手持ちの服やプチプラ服でもオシャレな高見えコーデは作ることができる！ ファッショ

ンに使うお金と時間を節約しながら、自分を素敵に見せられる方法を、ＮＧ例とＯＫ例の

比較写真も交えて紹介する。 

『花咲小路二丁目の寫眞館』 

小路 幸也／著   ポプラ社   （913.6/シ） 

花咲小路商店街の<久坂寫眞館>の若き社長・重が撮影する写真には、幽霊みたいなも

のが写り込んでしまう。新米カメラマンの樹里と「動画」で撮影した瞬間、思いもよらない

ことが起きて…。 

 
書     名 著  者 出 版 社   分 類 

いちばんやさしいワード＆エクセル超入門 早田 絵里/著  大石 賢治/著 ＳＢクリエイティブ ００７/ソ 

我慢して生きるほど人生は長くない 鈴木 裕介/著 アスコム 146/ス 

全国日帰りバスの旅 加藤 佳一/著 天夢人 291/カ 

中学生のおうち勉強法入門 みおりん/著 実務教育出版 375/ミ 

自律神経 工藤 孝文/著 朝日新聞出版 498/ク 

肌トラブル大全 小林 智子/著 ＷＡＶＥ出版 595/コ 

ニッポンカレーカルチャーガイド 松 宏彰/著 Ｐヴァイン 596/マ 

にゃっぷる  まっぷるのねこ本 ｖｏｌ．２  昭文社 645/ニ２ 

幻想花世界  三谷ユカリ写真集 三谷 ユカリ/著 玄光社 748/ミ 

英語の語源大全 清水 建二/著 すずき ひろし/イラスト 三笠書房 832/シ 

砂嵐に星屑 一穂 ミチ/著 幻冬舎 913.6/イ 

世界の終わり賢者たちの遺言 フレデリック・ルノワール/著 河野 彩/訳 飛鳥新社 953/ル 

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。 



 

 
 

 

『絵本はたらく細胞  ３』 

清水 茜／原作 牧村 久実/作   講談社   （Ｅ/エ） 

ここはにんげんのからだのなか。あるひ、みたことのないウイルスがやってきました。免疫細胞

たちがウイルスをたおしていきますが、そのかずはふえるばかり。やがて、免疫細胞が正常な

細胞も攻撃しはじめ…。「新型コロナウイルス」のお話が入った、人体のふしぎを学べる絵本。 

 

『スーツケース』 

クリス・ネイラー・バレステロス／作  くぼ みよこ／訳   化学同人   （Ｅ/ス） 

ある日、大きなスーツケースを持った見なれない動物がやってきました。森の動物たちは

みな、スーツケースの中身が気になって仕方ありません。そこで、その動物が長旅で疲れ

て眠っている間にスーツケースをこじ開けてしまい…。 

 

『やる気脳のつくり方  親子で学ぼう！脳のしくみと「やる気」アップ術』 

池谷 裕二／監修  オゼキ イサム／絵   日本図書センター   （１４/ヤ） 

そもそも「やる気」ってどんなもの？ ３日ぼうずになるのはどうして？ 脳のなかにある

４つのやる気スイッチとは？ 脳研究者の池谷裕二先生が、脳がやる気を生み出すしくみ

とやる気アップ術を紹介する。クイズも収録。 

 

『きみにもできる！よりよい世界のつくりかた  ＳＤＧsにつながる小さな一歩』 

ケイリー・スウィフト／文 リース・ジェフリーズ／絵 宮坂 宏美／訳   廣済堂あかつき   （33/ス） 

世界を変える力は、ひとりひとりにある。だれだろうと、どこにいようと、自分に合ったや

りかたで変化を起こせる。SDGs（持続可能な開発目標）につながるさまざまな活動を 

イラストとともに紹介。 

 

『世界のおとぼけいきもの図鑑』 

フィリップ・バンティング／著  古田 治／訳  金子 豊二／監修   恒星社厚生閣   （48/ハ） 

脳みそも心臓もないクラゲ、フンを食べるフンコロガシ、１日のほとんどを寝て過ごすコア

ラ、ストレスにものすごく弱いヒメアルマジロ、水を飲むのに大また開きするキリン…。 

風変わりで、不思議に満ちたいきものたちを、愛らしいイラストで紹介する。 

 

『作ってたのしい！かざってかわいい！季節のおりがみ  春巻』 

たつくりのおりがみ／監修   文研出版   （75/ツ 1） 

色とりどりのおりがみ作品を作って、かざって、楽しもう！ 花たば、黄色いぼうしと子ど

も、こいのぼりなど、春の季節（3～５月）にちなんだおりがみ作品の作り方を写真でくわ

しく紹介する。作品のかざり方も収録。 

 

『推しトモ！』 

吉田 桃子／著   PHP研究所   （913/ヨ） 

偶然、アイドル「Ｓジェニ」のゲリラライブに遭遇した唯。そこで全身真っ赤なコーディネー

トの個性的な女の子・スウと出会い…。友だちゼロの唯が「推し活」を通じて本当の友情を

育む青春ストーリー。 

 

 


