
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

府中市立図書館                           令和 4年 11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 

ブックリサイクル２０２２ を開催します！ 

はお休みです 

図書館で役目を終えた本や雑誌を、１人２０冊までお持ち帰りいただけます。 

各自持ち帰り用の袋をご持参ください。 

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

11月

【日 時】 １１月２７日（日）～２８日（月） 

【場 所】 上下町民会館 １階ロビー 

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 31

12月

～利用者パソコンメンテナンス作業のお知らせ～ 

１１月９日（水）午後 より、利用者パソコンのメンテナンス作業を 

行いますので、一時パソコンを利用することができなくなります。 

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

レッツチャレンジ！電子書籍 

府中市電子図書館の利用の仕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】 １１月２３日（水） 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。 

（１１月２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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１１月のお知らせ 

◆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 

おひざにだっこのおはなし会 おはなしのへや 

日 時 ： １１月 １１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 ： 1１月 １９日（土） 

        14:00～14:30 

場 所 ： 上下町民会館  会議室 

テーマ ：「あつまれ！いろんなどうぶつ」 

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 

※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 11月　2日（水） 11月　2日（水）

清岳コース 宅配南 11月10日（木） 11月17日（木）

吉野コース 宅配北 11月17日（木） 11月10日（木）

矢野コース 宅配南 11月24日（木） 11月24日（木）

11月　2日（水）

11月17日（木）

上下南小学校

上下北小学校

ほのぼの苑

かがやき苑



　

　

出　版　社 分　類

誠文堂新光社 021/イ

青春出版社 210/サ

大和書房 367/ヒ

羊土社 499/コ

マイナビ出版 597/モ

辰巳出版 645/イ

パイインターナショナル 778/エ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 829/ユ

集英社 913.6/イ

幻冬舎 914/シ

アストラハウス 933/ソ

ハヤブサ消防団

はじめてのハングル入門帖 ＹＵＫＩＫＡＷＡ／著

清水　ミチコ／著

書　　　名 著　　者

あのネコに会いたい 岩合　光昭／著

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐　貴久／著　　光文社（913.6/イ）

茂木　和哉／著汚れ落とし研究家茂木和哉のラクラク掃除術

雑学で日本全史 歴史の謎研究会／編

赤字を理由に潰れる寸前の市民病院。勤務医が続々と辞めていく中、院長に名乗り
出た３４歳の青年医師、速水隆太は「すべての患者を断らない」という方針の下、
病院再建に奔走し…。

ＳＮＳ別最新著作権入門 井上　拓／著

９０歳になっても、楽しく生きる 樋口　恵子／著
ドラッグストアで買えるあなたに合った薬の
選び方を頼れる薬剤師が教えます 児島　悠史／著

様々な生物が生きるために“隠れる”様子を、すばらしい写真で紹介する図鑑。カ
ラカル、シロフクロウ、ハナカマキリ、オニダルマオコゼなど、１１０種類の生物
を地域別に掲載。

『けなげな野菜図鑑』

実が赤すぎて観賞用だったトマト、日本以外ではただの雑草のゴボウ、なめると本
当に痛い目にあうトウガラシ、メロンのそばにいるとくさるスイカ…。すました顔
で野菜売り場に並べられている野菜たちの、様々な物語を紹介する。

『奇跡を蒔くひと』

　スティーブ・パーカー／著　遠藤　秀紀／日本語版監修　[湊　麻里／訳]　[定木　大介／訳]　　東京書籍（481/ハ）

　　稲垣　栄洋／監修　ヒダカ　ナオト／絵　アマナＮＡＴＵＲＥ＆ＳＣＩＥＮＣＥ／編　　エクスナレッジ（626/ケ）

《一般》

『地図でスッと頭に入る中東＆イスラム３０の国と地域』

中東がわかれば世界がわかる！　中東および中央アジア、北アフリカのイスラム文
化圏の国・地域の基本情報、地理、歴史、政治、文化、食、産業などを、イラスト
マップとともにわかりやすく紹介。

『カモフラージュ　自然に隠れる生物図鑑』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　和夫／監修　　昭文社（292/チ）

映画と旅する３６５日

カニカマ人生論

池井戸　潤／著

マーロー殺人クラブ
ロバート・ソログッド／著

高山　祥子／訳

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。



 

スコットランドの小さな村で、２人の姉と両親とともにくらす自閉の少女・ア
ディ。昔、「人とちがう」というだけで魔女の烙印をおされ、命をうばわれた人々
がいることを知ったアディは、そのあやまちの歴史をわすれないよう村の委員会に
慰霊碑を作ることを提案しますが…。

かつどんになりたくないとんかつが、かつどん屋さんから逃げ出した！かつカ
レー、かつサンド、とんかつ定食になってみようとするけれど…？思わず笑ってし
まう、ユーモアあふれるたべもの絵本。

　　　　　　　　　うい／作　早川　世詩男／絵　松中　権／監修　　学研プラス（36/ウ）

 ヒド・ファン・ヘネヒテン／文・絵　松永　りえ／訳　　パイインターナショナル（Ｅ/ト）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塚本　やすし／作　　ポプラ社（Ｅ/ト）

ＪＲ東海・新幹線Ｎ７００Ｓのぞみ、国鉄・あずさ、ＪＲ四国・南風、小田急・ロ
マンスカーＲＳＥ…。昭和から令和まで、たくさんの乗客を乗せて日本全国を走っ
た伝説の新幹線・特急を、大きくて見やすいカラー写真で紹介する。

『魔女だったかもしれないわたし』

　　　　　　　　　　　エル・マクニコル／著　櫛田　理絵／訳　　ＰＨＰ研究所（93/マ）

　　　　　　広田　尚敬／写真　広田　泉／写真　坂　正博／構成・文　　講談社（53/シ）

                                               末原　拓馬／著　　講談社（913/ス）

自ら命を絶とうとする老人の部屋に窓から入ってきた少年が、瓶を床に叩きつけて
割ると、中から海があふれ出した。ベッドは大海原に浮かび…。劇団おぼんろの２
０２１年初演の人気舞台を小説化した冒険物語。

『瓶詰めの海は寝室でリュズタンの夢をうたった』

『新幹線・特急レジェンド１２３　のりものアルバムデラックス』

『トイレのなか、みせてみせて！』

知りたがりやのネズミくん。みんなはどんなふうに、どこでトイレをしているのか
な？　しかけをめくると、動物のうんちの違いを知ることができる絵本。幼児用ト
イレやおまるから、大人用トイレへの移行のきっかけになります。

『とんかつのぼうけん』

『みんなえがおになれますように　ちがうってすてきなこと』

《児童》

『クモのシルバーくん』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すみもと　ななみ／作　　絵本塾出版（Ｅ/ク）

小学生の“うい”による、多様性、ＬＧＢＴＱ＋についての本。当事者であるオー
ドリー・タンさん、さとうさん、杉山文野さん、ロバート・キャンベルさんにイン
タビューし、“うい”が思ったことをまとめる。

風に乗って旅をするクモのシルバーが辿りついたのは、海辺の小さな美術館。シル
バーは糸で作品を作る楽しさを知るが、「クモのいと」は美術館の人にすぐ振り落
とされてしまう。そこへ、住み込みの守衛さんが雇われてきて…。

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。


