
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

府中市立図書館                           令和 4年 6月発行 

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 

はお休みです 

第 68回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書が入りました！ 

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

６月

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

7月

入ったものの中から一部紹介します。 

対象 タイトル 著者、出版社 分類

小学校低学年
『おすしやさんにいらっしゃい！

　　生きものが食べものになるまで』

おかだだいすけ/文　遠藤宏/写真

岩崎書店
Eオ

小学校中学年 『みんなのためいき図鑑』
村上しいこ/作　中田いくみ/絵

童心社
913ム

小学校高学年 『風の神送れよ』
熊谷千世子/作　くまおり純/絵

小峰書店
913ク

中学校 『江戸のジャーナリスト葛飾北斎』
千野境子/著

国土社
721カ

高等学校 『クジラの骨と僕らの未来』
中村玄/著

理論社
489ナ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６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。 

 

展示のご案内 

◆６月の展示◆ 

一般・児童 「No water, no life.」 

              ６月の展示テーマは「水」です。 

ノーウォーター、ノーライフ。 直訳すると 

「水が無ければ、生命は無い」という意味です。 

私たちは普段、きれいな水を使用して生活してい

ますが、それがとても恵まれている環境であること

を忘れたくありません。 

期間 ６月８日(水)～ ７月４日（月） 

◆おはなしひろばの展示◆ 

「いっぱい食べてもりもり元気」 

 

おひざにだっこのおはなし会 おはなしのへや 

日 時 ： ６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 ： ６月１８日（土） 

        14:00～14:30 

場 所 ： 上下町民会館  会議室 

テーマ ： 「雨の日のおはなし会」 

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 

◆窓ぎわの展示◆ 

「ごみ問題について考えよう」 

5 月 30 日（ごみゼロの日）～６月 5 日

はごみ減量・リサイクル推進習慣です。 

この機会に、自分たちの生活を見つめ

直してみませんか？ 

階見コース 宅配北 6月　2日（木） 6月　2日（木）

清岳コース 宅配南 6月  9日（木） 6月16日（木）

吉野コース 宅配北 6月16日（木） 6月  9日（木）

矢野コース 宅配南 6月23日（木） 6月23日（木）

6月　2日（木）

6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

ドリーム号巡回日程 



 

 

　

出　版　社 分　類

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 070/イ

徳間書店 291/ヤ

ＳＢクリエイティブ 338/フ

オレンジページ 493/コ

誠文堂新光社 596.7/コ

エムディエヌコーポレーション 648/ム

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 727/ハ

文藝春秋 910/イ

悟空出版 911/ナ

集英社 913.6/ヒ

講談社 914/イ11

キャンプで淹れるおいしい珈琲 小林　キユウ/写真・文

ヨーグルトの本

夏井いつき、俳句を旅する

大人の流儀　１１ 伊集院　静/著

《一般》

『世の中は奇跡であふれている　前向きになれる確率の話』

確率論と統計学は、直感と情報による思い込みを解きほぐしてくれる。四つ葉のク
ローバーを見つける確率、明日死ぬ確率など、さまざまな事象の確率（統計）と、
それにまつわるこぼれ話、確率の読み取り方を紹介する。

『挽き肉料理　ごちそう！いつも使い！ストック！なんでも自由自在！』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥越　規央／著　　ＷＡＶＥ出版（417/ト）

挽き肉＝旨み、そして自由自在！　肉感を味わうしゅうまい、肉たっぷりのメンチ
カツ、野菜もバランスよく食べられるかぶのそぼろ煮、挽き肉で作るゴーヤの梅
スープなど、肉の使用量別にさまざまな挽き肉料理を紹介します。

『大人の語彙力「時事教養」大全』

ＤＸ、ＳＤＧｓ、ウイグル族、親ガチャ…。時事用語について、歴史や背景などの
教養を掘り下げ、同時に使われることの多い用語を重要語と知っておくと良い言葉
に分けて解説する。賢さに深みを出す３３テーマ、６８６語を収録。

『マイクロスパイ・アンサンブル』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堤　人美／著　　グラフィック社（596.3/ツ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齋藤　孝／著　　ＫＡＤＯＫＡＷＡ（814/サ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊坂　幸太郎／著　　幻冬舎（913.6/イ）

山田　順子/著

世界一楽しい！会社四季報の読み方 藤川　里絵/著

せとうち津々浦々

何のために伝えるのか？ 池上　彰/著

失恋したばかりの社会人と、元いじめられっ子のスパイ。知らないうちに誰かを助
けていたり、誰かに助けられたり…。ふたりの仕事が交錯する現代版おとぎ話。猪
苗代湖の音楽フェスで配布した連作短編に書き下ろしを加え書籍化。

夏井　いつき/著

石原慎太郎と日本の青春

ハンドレタリングの見本帖 KADOKAWAライフスタイル編集部/編　

書　　　名 著　　者

５０代からの骨粗鬆症対策の献立

マスカレード・ゲーム 東野　圭吾/著

向井　智香/著

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。



 

『目まもりドリル　お医者さんが考えた』

しろべん、ぶるぶるべんとう、１００にんべんとう…。それって、どんなおべんと
う？　ページをめくると、ユニークな楽しいおべんとうが現れる！　子どもたちの
想像力を育てる絵本。

『なまけていません。』

ナマケモノくんは木の上で寝てばかり。ラジオ体操にもピクニックにも掃除にも参
加しません。みんなからは「なまけもの」といわれるけれど、決してなまけている
わけではありません。ちゃんとした理由があって…。

『今から身につける「投資の心得」　１０歳から知っておきたいお金の育て方』

『じぶんでよめるとりずかん』

《児童》

『いるいる！みずべのいきもの』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌田　歩／さく　　教育画劇（Ｅ/イ）

最愛の兄を失ったその日から悠真の世界は“魔法”の世界へと変身した。悠真は優
等生・芽衣に、モンスターがうごめく魔界迷宮へ一緒に挑もうと誘われ…。魔法中
学校で魔法使いたちの新しい学校生活がはじまる！

デジタル教科書、コロナ自粛で低下した子どもの視力もスッキリ！　まちがい探
し、絵探し、迷路などを親子で楽しく遊びながら、目を大事にする習慣を子どもに
贈る眼トレ絵本。

『ようこそ、市立第４魔法中学校へ！』

　　　　　　　　　　藍藤　唯／著　けーしん／イラスト　　ＫＡＤＯＫＡＷＡ（913/ア）

　　　　　　　　　　　　　　　 平松　類／著　林　ユミ／絵　　ワニブックス（49/ヒ）

　　　　　　　　　　　　 齋藤　孝／著　　日本能率協会マネジメントセンター（81/サ）

「感情を表現する言葉」に焦点を絞って、１２歳までに知っておきたい語彙をあつ
めて分類。楽しく自然と語彙力が身につくよう、イラストとともにわかりやすく解
説する。

『１２歳までに知っておきたい語彙力図鑑　「伝える力」が伸びる！』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 成美堂出版編集部／編著　　成美堂出版（48/シ）

　　　　　　　 大塚　健太／作　柴田　ケイコ／絵　　パイインターナショナル（Ｅ/ナ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八木　陽子／監修　　えほんの杜（33/イ）

スズメ、カモ、キジ、カモメ…。全１６４種類の鳥を写真やクイズとともにやさし
く説明する。文字に興味を持ちはじめた子どもに、自分で本を読む楽しさを伝え、
子どもの知的好奇心を引き出す本。

水のなかを泳いでいるオタマジャクシ、ひなたぼっこをしているクサガメ、田んぼ
でなわばりあらそいしているトノサマガエル…。ページをめくるとどうなるかな？
身近な水辺のいきものたちがいっぱいのしかけ絵本。

お金を味方につけて、人生の選択肢を増やそう！　子どもに向けて、「投資とは何
か」から、投資をする前に知っておきたいこと、投資のやり方、投資力の育て方ま
で、イラストでわかりやすく解説する。

　　　　　　　　　　　　　 いわき　あやこ／絵　麦田　あつこ／文　　小学館（Ｅ/ト）

『どんなおべんとう？』


