
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 5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 

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

新しい CD、DVD 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

CDタイトル 著者 CDタイトル 著者

坂本冬美35th 坂本冬美 アルチザン 30th Anniversary Edition 山下達郎

Walpurgis Aimer

盗作 ヨルシカ

BTS, THE BEST BTS

ワンダー ショーン・メンデス

食育＊知育＊うたとあそび

たべものソング大集合！

眠るためのピアノアルバム

beautiful sleep
清塚信也

米澤円[ほか]

DVDタイトル 著者 DVDタイトル 著者

楽しいピアノレッスン 徳田真由美 蜜蜂と遠雷 石川慶

君の名は。 新海誠 男はつらいよ 50 お帰り寅さん 山田洋次

魔女がいっぱい ロバート・ゼメキス イエスタデイ ダニー・ボイル

HOKUSAI北斎 橋本一 僕のワンダフル・ライフ ラッセ・ハルストレム



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５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 

◆５月の展示◆ 

一般・児童 「日本再発見！」 

   あなたが思う、日本の魅力とは？ 

   郷土料理、民芸品、方言で書かれた 

小説などその土地の〝郷土愛″ 

あふれる本を展示します。 

 

 

期間５月 11 日(水)～ 6 月 6 日（月） 

◆入口の展示◆ 

「本屋大賞受賞作・ノミネート作」 

 

おひざにだっこのおはなし会 おはなしのへや 

日 時 ： 5 月 13 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 ： 5 月 21 日（土） 

        14:00～14:30 

場 所 ： 上下町民会館  会議室 

テーマ ： 「たうえのきせつ」 

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 

◆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 5月　6日（金） 5月　6日（金）

清岳コース 宅配南 5月12日（木） 5月19日（木）

吉野コース 宅配北 5月19日（木） 5月12日（木）

矢野コース 宅配南 5月26日（木） 5月26日（木）

5月 　6日（金）

5月19日（木）

上下北小学校

上下南小学校

ほのぼの苑

かがやき苑



　

出　版　社 分　類

日経ＢＰ 007/マ

ミネルヴァ書房 104/オ

ＮＨＫ出版 291/サ

小学館 495/ヤ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 537/サ

家の光協会 626/フ

学研プラス 780/カ

学研プラス 834/サ

宝島社 913.6/ウ2

集英社 914/サ

いちばんやさしい６０代からのⅰＰａｄ 増田　由紀/著

本が好きだという想いは強いが、進路に悩む国文科の学生、美希喜。そんな時、大
叔父の古書店を、彼の妹の珊瑚さんが継ぐことに。美希喜は珊瑚さんの手伝いをす
るようになり…。

昭和自動車研究会/著

澤井　康佑/著

関谷　由香理/漫画

朝ラク！スポーツ部活弁当

紙鑑定士の事件ファイル [２] 歌田　年/著

プロに教わる野菜の収穫・保存・加工の技とコツ やさい畑ファーマーズ倶楽部/編

うまれることば、しぬことば 酒井　順子/著

　　　　　　　　　　　　　　　 阪下　千恵／[著］　　ワン・パブリッシング（596/サ）

書　　　名 著　　者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　原田　ひ香／[著]　　角川春樹事務所（913.6/ハ）

将棋盤の脚がクチナシをかたどるのは“口出し無用”だから。　マーガレットの花
占いで必ず「好き」が出る方法は…。誰かに話したくなる植物たちの１０５の花言
葉とエピソードを、描き下ろしのイラストとともに紹介します。

『耐熱ガラス容器で毎日ラクチンレシピ』

保存はもちろん、調理道具としても、器としても大活躍の「耐熱ガラスの保存容
器」。ハンバーグやえびマカロニグラタン、よだれ鶏、ミートソースドリアなど、
人気のレシピを多数紹介。スープや汁もの、おやつも掲載。

『古本食堂』

　　　　　　　　　　　　　稲垣　栄洋／文　Ｍｉｌｔａｔａ／絵　　大和書房（470/イ）

《一般》

『挑戦　常識のブレーキをはずせ』

まだ誰も見たことのない景色を見るためにー。　年齢も活躍する分野も大きく異な
るノーベル賞受賞研究者と若き天才棋士が、勝負のあり方から若返りの可能性、人
工知能の未来、人間の可能性までを語り合う。

『花と草の物語手帳　１０５の花言葉とエピソード』

　　　　　　　　　　　　　　　　山中　伸弥／著　藤井　聡太／著　　講談社（289/ヤ）

中学英単語は７日間でやり直せる

上島　亜紀/料理

柴田　麗/栄養監修

小川　仁志/著

みやぎから、
佐藤　健/著

神木　隆之介/著
ヘザー・アンドレア・ウィリアムズ/著

月沢　李歌子/訳

中高生のための哲学入門

１４歳から考えたいアメリカの奴隷制度 すばる舎 316/ウ

女はいつも、どっかが痛い
やまざき　あつこ/著

鳥居　りんこ/取材・文

ざんねんなクルマ図鑑

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。



 

　　　　　　　　　　　　　　角野　栄子/さく　佐々木　洋子/え　　ポプラ社（913/カ）

レストランがお休みの朝早く、ドララちゃんとなぞなぞモンスターの娘・マリちゃ
んがアッチを訪ねてきました。マリちゃんの弟のドドンのせいでドラキュラのお城
が壊れそうなので、アッチに助けてほしいと言い…。

『おばけのアッチあかちゃんはドドン！』

　　　　　　　　　　講談社/編　月刊少年シリウス編集部はたらく細胞製作委員会/監修

　　　　　　 アーノルド・ローベル／作　三木　卓／訳　　文化学園文化出版局（Ｅ/フ）

　　石井　健/医療監修　小檜山　康司/医療監修　林　昌洋/医療監修　　講談社（49/ハ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関橋　眞理／編著　　汐文社（31/セ1）

ワクチンやおくすりと力を合わせて病気とたたかうぞ！　アニメ「はたらく細胞」
の登場キャラクターたちが、ワクチンとおくすりについて、豊富なイラストととも
にわかりやすく解説する。

パンダに「おなまえ、おしえてくーださい」と聞かれた動物たち。「犬です。わん
わんって、なきます」「きりんです。首が長いです」と、元気に答え…。なまえを
いうのが楽しくなる絵本。

人々を傷つけ、苦しめる人種差別の中から身近なもの、学校の授業に関わるものを
中心に取り上げ、差別の実情や歴史とともに解説する。１は、新型コロナウイルス
感染症に関連するアジア人差別などを収録。

　　　　　　　　　　　　　　　　おおの　こうへい/さく・え　　ＰＨＰ研究所（Ｅ/シ）

『ショートケーキになにのせる？』

《児童》

『おなまえおしえて』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新井　洋行／[作]　　偕成社（Ｅ/オ）

新しい学校では絶対に「友だち」を作らないといけないー。プレッシャーに押しつ
ぶされそうな中学２年生の凛子の前に現れたのは、クラスの中心でいつも笑ってい
る将暉だった…。胸が締め付けられる、青春小説。

色とりどりのおりがみ作品を作って、かざって、楽しもう！　あじさい、すいか、
うちわなど、夏の季節（６～８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。

『世界は「　」で沈んでいく』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 櫻　いいよ/著　　ＰＨＰ研究所（913/サ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　   たつくりのおりがみ/監修　　文研出版（75/ツ2）

ミニトマトのショートケーキ、とうがらしのショートケーキ、あかおにのショート
ケーキ…。もしも、ショートケーキにのっているいちごが全然ちがう「あかいも
の」だったら？　想像力を育てるユーモラスな妄想絵本。

『ふたりはしんゆう　がまくんとかえるくんぜんぶのおはなし』

がまくんとかえるくんは親友。お互いを大事に思っていますが…。アーノルド・
ローベル作「ふたりはともだち」「ふたりはいっしょ」「ふたりはいつも」「ふた
りはきょうも」の大判合本。がまくんとかえるくんのお話を全て収録。

『止めたい！人種差別　１』

『はたらく細胞ワクチン＆おくすり図鑑　びょうきとたたかう！　 小学校中学年から』

『作ってたのしい！かざってかわいい！季節のおりがみ　夏巻』


