
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

府中市立図書館                           令和 5年 2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 

図書館カレンダー 

はお休みです 

◆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 
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３月

レッツチャレンジ！電子書籍 
府中市電子図書館の使い方をレクチャーします！ 

スマートフォンやパソコンで、いつもと違う読書を楽しんでみませんか？ 

【日 時】 2月２３日（木） １５：００～１５：３０      

【対 象】 中学生・義務教育学校７年生以上       

・事前に府中市電子図書館の利用登録が必要です。 

・個人のスマートフォンやタブレットを持参してください。 

・講座終了後、希望者に館内見学ツアーを行います。 

・直接カウンターまたは電話（６２－８８０５）のいずれかで 

お申し込みください。（2月 1日（水）より受付開始） 

 

【場 所】 上下町民会館 １階 生活相談室 

【定 員】 先着３名 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２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 

◆２月の展示◆ 

一般「笑いとユーモア」 

笑う門には福来たる！ ２月２２日の「ふふふの日」に

ちなみ、思わずくすっと笑ってしまう本を展示します。 

児童「やってみよう！ ハンドメイド」 

 自分だけのオリジナルを作ってみよう！  

工作・手芸・料理など、手作りにチャレンジする本を

集めます。 

期間 2月 8日(水) ～ 3月 6日（月） 

◆窓際の展示◆ 

「猫に夢中！」 

２月２２日は猫の日です！  

いろんな猫本、読んでみませんか？ 

おひざにだっこのおはなし会 おはなしのへや 

日 時 ： ２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 ： ２月１８日（土） 

        14:00～14:30 

場 所 ： 上下町民会館  会議室 

テーマ ： 「ふくはうち！ おにはそと！」 

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 

◆入口の展示◆ 

「もっと知りたい-徳川家康-」 

大河ドラマ「どうする家康」の主人公、

徳川家康に関する本を展示します。 

ドリーム号巡回日程 

2月　2日（木） 2月　2日（木）

２月1６日（木） ２月1６日（木）

2月　9日（木） ２月　９日（木）

２月2２日（水） ２月2２日（水）

２月　２日（木）

２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
※地域巡回はお休みです。

宅配北

宅配南



　

　

出　版　社 分　類

筑摩書房 019/ス

河出書房新社 159/ハ

東京書籍 291/マ

ワニブックス 385/ス

緑書房 452/タ

春陽堂書店 527/ヒ

農山漁村文化協会 626/マ

エクスナレッジ 774/ツ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6/ウ

ＰＨＰ研究所 B913.6/シ

朝日新聞出版 914/ム

きもちを贈る 杉浦　さやか／著

継ぐ者

歌舞伎の解剖図鑑 辻　和子／絵と文

標野　凪／著

書　　　名 著　　者

古家リノベーション
平山　友子／著

飯貝　拓司／写真

全国温泉大全 松田　忠徳／著

ふしぎで美しい水の図鑑 武田　康男／文・写真

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姜　尚中／著　　毎日新聞出版（914/カ）

中高生の悩みが軽くなるヒント集めました。 葉一／著

私たちは今、順風満帆とは到底言えない「逆境」の時代を生きている－。ありふれ
た日常の光景を通じ、「生きる意味」について考察する。

読書道楽 鈴木　敏夫／著

じゃんけんストレッチ、ちょこっと阿波踊り、トントン腰たたき…。声を出さず
に、心身レベルに合わせて立っても座ってもできるシニアのための簡単で楽しい体
操を、イラストとともに紹介する。ケアポイントも掲載。

『世界が面白くなる！身の回りの数学』

簡単な割り算が原因であわや命に関わる重大事故に？　香辛料を２倍にしてもカ
レーは２倍の辛さにならない？　身の回りで活用されている数学や、柔軟な発想力
を鍛える謎解き問題、数学者たちのエピソードなどを紹介する。

『生きる意味』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斎藤　道雄／著　　黎明書房（369/サ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木　淳／著　　あさ出版（410/サ）

《一般》

『１６タイプ別性格ＢＯＯＫ　本当のあなたの探し方育て方』

優しいシンデレラ、スーパーエリート、可愛いおせっかいさん、周りを魅了する孔
雀…。カール・ユングが紹介した性格類型理論をもとにした１６タイプ別性格診断
で、本当の自分の探し方・育て方をアドバイスする。

『しゃべらなくても楽しい！シニアの立っても座ってもできる運動不足解消健康体操５０』

　キム　ソナ／著　ハン　セジン／著　李　ソラ／訳　吉川　眞理／テスト監修　　世界文化ブックス（141/キ）

まんがでわかる畑の虫
木村　裕／監修
大中　洋子／絵

伝言猫がカフェにいます

上田　秀人／著

たりる生活 群　ようこ／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。



 

チャールズ・ダーウィン、ビーグル号による伝説的な航海、ガラパゴス探検、種の
起源など、歴史上のできごとをたくみにからみあわせた歴史小説ファンタジー。著
者インタビューも収録する。

ワンワンちゃんの大きな船にこっそりくくりつけたたらいに乗って、海の旅へとで
かけたノラネコぐんだん。夜になると、そっと船にしのびこみ、船上のプールで楽
しく遊んでいましたが…。

　　西村　まさゆき／著　辻原　康夫／監修　タラ　ジロウ／絵　　ほるぷ出版（20/ニ）

　　ジョナ・ウィンター／ぶん　ピート・オズワルド／え　金平　茂紀／やく　　イマジネイション・プラス（Ｅ/シ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工藤　ノリコ／著　　白泉社（Ｅ/ノ）

動物の分類と体のちがい、物質をつくっている原子と分子、月の満ち欠けと日食・
月食…。生物から化学、物理、地球と宇宙まで、科学の超きほんをマンガやイラス
トとともに解説。理科の基礎＆考え方がわかる。

『ダーウィンのドラゴン』

　　　　　　　　　　　リンゼイ・ガルビン／作　千葉　茂樹／訳　　小学館（93/カ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左巻　健男／監修　　朝日新聞出版（40/シ）

　　　　　ｉｎｇｅｃｔａｒｰｅ／著　桜井　輝子／監修　　ＫＡＤＯＫＡＷＡ（75/イ）

ミカンを入れるネットが赤いのはなぜ？注目させたいときに使う色って？色で見た
目の重さも変えられる！？色が見える仕組みから、おもしろい錯視、色から受ける
イメージ、図工・美術・発表でも使える配色のポイントまで、色にまつわるひみつ
をわかりやすく紹介します。

『すごすぎる色の図鑑　色のひみつがすべてわかる！』

『大きな大きな大きな足あと　もし全人類がひとりの超巨人だったら』

　　ロブ・シアーズ／著　トム・シアーズ／著　きたむら　さとし／訳　創元社（51/シ）

人類すべてを合体させて、超巨人を作ってみる。それほど賢くはない＜合体人間＞
は、少しずつ気づき始める。自分たちが地球の未来に、どんな問題を引き起こして
しまったかを…。ユニークな発想で人類の自己発見の旅を描く。

『１２歳までに身につけたい科学の超きほん』

『そうだったのか！国の名前由来ずかん　世界地図で見る１９９カ国の由来！』

「日本」という国名の由来は？　世界を６つの地域にわけ、いろいろな国名の由来
を楽しめるよう、由来だけを示した絵地図と国名を示した絵地図を順番に収録。由
来の解説も国旗とともに掲載する。

『じじつはじじつ、ほんとうのことだよ　ちいさなかなしいじじつのおはなし』

ちいさなかなしい「じじつ」はだれにも信じてもらえません。でもじじつはじじ
つ。ほんとうのこと。ある日、えらそうな人たちがやってきて…。不都合な事実を
隠し、ねじ曲げようとする圧力と、不変の事実との戦いを描いた絵本。

『ノラネコぐんだんうみのたび』

《児童》

『化石のよぶ声がきこえる　天才恐竜ハンターウェンディ・スロボーダ』

　へレイン・ベッカー／作　サンドラ・デュメイ／絵　木村　由莉／訳・監修　　くもん出版（Ｅ/カ）

ウェンディは、すてきなものを見つける天才。ある日発見した何千万年も前の恐竜
の化石が、ウェンディの人生を大きく変え…。恐竜「ウェンディケラトプス」にそ
の名を残す女性恐竜ハンターの伝記絵本。


