
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

府中市立図書館                           令和 4年 8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 

◆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 ⇒ 

利用案内 

図書館カレンダー 

はお休みです 
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9月

９月５日（月）～９月９日（金） 特別図書整理期間のお知らせ 

上記の期間、図書の点検、整理のため休館いたします。ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力を 

よろしくお願いいたします。なお、休館中に図書を返却される場合は、上下町民会館入口の返却ポスト 

をご利用ください。※CD、DVDは破損しやすいため、開館後にカウンターへお持ちください。 

第１６７回 芥川賞・直木賞受賞作が決定しました！ 

芥 川 賞 直 木 賞 

「おいしいごはんが食べられますように」 「夜に星を放つ」 

高瀬 隼子/著  講談社  （913.6/タ） 

  

どちらの本も予約できます。 

窪 美澄/著  文藝春秋  （913.6/ク） 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆８月の展示◆ 

一般・児童「平和を願って」 

世界には、今もなお争いが続いている 

地域があります。平和な世の中が 

来る日を願って、戦争と平和に関する 

本を展示します。 

 

８月のお知らせ 

おひざにだっこのおはなし会 おはなしのへや 

日 時 ： 8月 12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 ： 8月 20日（土） 

        14:00～14:30 

場 所 ： 上下町民会館  会議室 

テーマ ： 「水の中にはなにがいる？」 

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 

展示のご案内 

◆窓際の展示◆ 

「夏休み宿題応援！」 

いよいよ夏休みがスタート！  

楽しいこといっぱい！宿題もいっぱい… 

自由研究や読書感想文、工作でお困

りのあなたを手助けする 

ための本を展示しま 

す。どうぞ計画的に 

ご利用ください！ 

 

ドリーム号巡回日程 

※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。 

 

階見コース 宅配北 8月　4日（木） お休み

清岳コース 宅配南 ８月11日（木） お休み

吉野コース 宅配北 8月18日（木） お休み

矢野コース 宅配南 8月25日（木） 8月25日（木）

8月　4日（木）

8月18日（木）

上下南小学校

上下北小学校

ほのぼの苑

かがやき苑

期間 ： ８月３日（水）～９月４日（日） 



　

出　版　社 分　類

ダイヤモンド社 159/タ

宝島社 210.4/カ

育鵬社 319/ヤ

エクスナレッジ 499/ヒ

河出書房新社 593/ホ

大泉書店 596.2/キ

ＮＨＫ出版 627/ク

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 726/フ

八重洲出版 786/サ

笠間書院 910/キ

双葉社 913.6/ア

平安貴族サバイバル 木村　朗子／著

星　わにこ／著

永遠のデザインとことば

失敗しない韓国ごはん＆おつまみ キム　ヨンジョン／著

病気と害虫を防ぐ 草間　祐輔／著

書　　　名 著　　者

日本の領土と国境 山田　吉彦／著

　　　　　　　　　　　　　ヤマザキ　マリ／著　養老　孟司／著　　文藝春秋（914/ヤ）

小和田　哲男／監修鎌倉幕府と北条義時見るだけノート

９２歳総務課長の教え 玉置　泰子／著

地球温暖化、生態系の変化、パンデミックの襲来。虫たちは地球の変化をとっくに
知っていた。人間はどこへ行くのかー。コロナ禍をまたぐ４年間、虫を愛するふた
りが、縦横無尽に語り合った足もとからの文明論。

６０代シンプリスト、アウトドア好き家族、１人暮らしの男性…。３３人の「生き
方」や「趣味趣向」が垣間見える等身大の台所を写真とともに紹介。キッチンの愛
用品も多数掲載する。ＷＥＢマガジン『台所図鑑』を書籍化。

『ＣＦ』

罪を犯しても責任を取る必要がない“無化”を行う企業・Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｆａｃ
ｔｏｒｙ（ＣＦ）。加害者と被害者の苦しみを取り除き、世を平穏へと導く企業に
疑問を持つ男が現れて…。罪とは何か。責任の取り方を問う群像劇。

『地球、この複雑なる惑星に暮らすこと』

　　　　　　　　　　　大木奈　ハル子／著　三田　みどり／著　　大和書房（596.9/オ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村　萬壱／著　　徳間書店（913.6/ヨ）

《一般》

『それでも、世界はよくなっている』

戦争、洪水、貧困…。世界は恐ろしいニュースにあふれているが、データや事実を
見れば、たくさんのよいニュースがある！　よいニュースにスポットライトを当て
た本。フェイクニュースの見分けかたと撃退法も紹介する。

『台所図鑑　キッチンには人生がつまっている』

　　　　　　ラシュミ・サーデシュパンデ／著　神田　由布子／訳　　亜紀書房（304/サ）

和ハーブのある暮らし 平川　美鶴／著

その着物、どうする？

サイクリング入門　めざせ！しまなみ海道

ディック・ブルーナ／[著]

たそがれの侵入者 赤川　次郎／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。



 

              ヴィッキー・ウッドゲート／文と絵　山崎　正浩／訳　　創元社（49/ウ）

                       久保田　裕／監修　　メイツユニバーサルコンテンツ（02/シ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河合　敦／著　　あすなろ書房（28/カ）

眠りの不思議な世界を探検してみよう！　眠るときの姿勢、睡眠のしくみや役割、
歴史の中の眠り、眠りに関係ある神話や伝説、動物や植物にとっての眠りなどを、
イラストや図を多用してやさしく解説します。

食事の時間、小さな子どもはなかなかごはんに集中してくれない時もあります。
「手をあらおうね」「おもちゃにばいばい」「たべてってさみしそう」などの食事
マナーをやさしく伝えます。

日本史上最強の女帝・神功皇后、財政の天才・高橋是清、細菌学者・野口英世…。
紙幣に描かれた人物はどのような業績を残したのか、日本の歴史上どのような役割
を果たしたのかを、最新の研究をまじえて詳しく解説する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高橋　祐次／作　　講談社（Ｅ/ス）

『ずぼっじー』

ある日、迷い込んだ町で不思議な骨とう店を見つけた小学５年生のたつき。勇気を
出して扉を開けると、店の老人から未来を予知する魔法のほねをもらい…。能楽
師・安田登が描く、古代中国にタイムスリップする冒険ファンタジー。

年長さん＆小学生でもおいしくできる手作りパンの本。パン生地をボウル１つでこ
ねて、冷蔵庫で発酵させて、オーブントースターかフライパンで焼くだけなので、
失敗しないで作れる。自由研究に最適なパンのお勉強講座も収録。

『魔法のほね』

                                             安田　登／著　　亜紀書房（913/ヤ）

                                        吉永　麻衣子／著　　主婦の友社（59/ヨ）

                                     成美堂出版編集部／編　　成美堂出版（75/ワ）

世界にひとつの作品が身近な材料で作れる！　「つかえる」「かざれる」「あそべ
る」「おしゃれ」の４つに分けて、かわいい自由工作を多数紹介する。作り方を絵
でわかりやすく説明するほか、展示・発表・写真のとり方も収録。

『ワクワク！かわいい！自由工作大じてん』

『はじめての子どもパン教室　ひとりで焼けたよ！』

ふかふかの砂場に「ずぼっ」と指をつっこんで、思いっきり線をかいてみよう。
シャベルをよけて、穴をよけて…。どこまでつづくかな？　ほんとうに砂場で遊ん
でいるみたいな、楽しい砂遊びの絵本。

『１３歳からの著作権　正しく使う・作る・発信するための　　「権利」とのつきあい方がわかる本』

パクリは法律的にＯＫなの？　ネットの画像はどこまで使っていいの？　インター
ネットやＳＮＳで作品を閲覧したり発信したりするときに知っておきたい著作権の
しくみをわかりやすく解説。Ｑ＆Ａも収録する。

『お札に登場した偉人たち２１人　初の肖像入り紙幣から令和の新札まで』

『寝るのが楽しくなる睡眠のひみつ』

《児童》

『いただきますのおやくそくだもの』

                きだに　やすのり／さく　わたなべ　あや／え　　あかね書房（Ｅ/イ）


