
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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？ 

府中市立図書館                           令和 4年 7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 

レッツチャレンジ！電子書籍 

 

 

『乙女の本棚』パネル展 開催！ 

『人間椅子』江戸川乱歩 × ホノジロトヲジ 

『押絵と旅する男』江戸川乱歩 × しきみ 

『魔術師』谷崎潤一郎 × しきみ 

『桜の森の満開の下』坂口安吾 × しきみ 

『瓶詰地獄』夢野久作 × ホノジロトヲジ 

文豪の名作×現代イラストレーターの美しいイラストが織り成す、新感覚の文学作品 

『乙女の本棚』シリーズのパネル展がついに上下分室にやってきました！ 

以下 5作品のパネルとともに、今まで出版されている『乙女の本棚』シリーズを 

展示します。文豪と人気イラストレーターの豪華コラボレーションをお楽しみください。 

日時 7 月 22日（金） 午後 3時～3時 30分 

場所  上下町民会館 1階 生活相談室 

対象  中学生・義務教育学校 7年生以上 

定員  先着 3名 

 

 
・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。※申込開始：７月１日（金）～ 

・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。 

 

期間：７月６日（水）～８月１日（月） 

 募集！一日図書館員！ 

日時  7月 25日（月）・27日（水） 

8月 1日（月）のいずれか 

～図書館の仕事を体験してみよう～ 

・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。 

※申込開始：７月１８日（月）～ 

 

時間  午後２時～４時 

場所  府中市立図書館上下分室 

対象  府中市内の小学 4年生～6年生 

定員  1日につき 1名まで（先着順） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

おひざにだっこのおはなし会 おはなしのへや 

日 時 ： ７月 ８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 ： ７月１６日（土） 

        14:00～14:30 

場 所 ： 上下町民会館  会議室 

テーマ ： 「夏のおはなし会」 

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 

７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 ⇒ 

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

7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

８月

移動図書館車ドリーム号巡回日程 

階見コース 宅配北 7月　7日（木） 7月　7日（木）

清岳コース 宅配南 ７月1４日（木） お休み

吉野コース 宅配北 ７月２１日（木） ７月1４日（木）

矢野コース 宅配南 ７月2８日（木） お休み

７月　７日（木）

７月２１日（木）

上下北小学校

上下南小学校

ほのぼの苑

かがやき苑

利用案内 



　

出　版　社 分　類

講談社 159/シ

エクスナレッジ 210.1/ニ

岩波書店 319/ウ

ごま書房新社 327/ナ

西東社 420/セ

西東社 596/ヒ

日東書院本社 666/ア

技術評論社 746/コ

日本文芸社 757/ハ

文藝春秋 910/ニ

小学館 913.6/ム

立東舎 933/イ

世界はこうしてできている美しい物理のしくみ 川村　康文/監修

塩、しょうゆ、みそで飛田式おかず

西村京太郎の推理世界

ｉｙａｍａｄｅｓｉｇｎ/著

春の心臓（乙女の本棚）
イェイツ/著　芥川　龍之介/訳

ホノジロ　トヲジ/絵

《一般》

『ウォーキングで出合う！！日本の固有植物図鑑』

日本は、世界でも有数の固有植物を誇る「生物多様性ホットスポット」のひとつ。
初心者でも比較的見つけやすい日本固有種１１７種を厳選し、精彩で美しい写真と
ともに紹介。植物分類学の監修者による解説つき。

『４７都道府県日本全国地元食図鑑』

　海老原　淳/監修　『ウォーキングで出合う！！日本の固有植物図鑑』編集委員会/編　　山川出版社（472/ウ）

ソフトカツゲン、上州ひもかわ、せみ餃子…。スーパーマーケット研究家が全国各
地のスーパーで見つけた、地元で愛され続ける１３１の日常食を紹介する。
データ：２０２２年２月現在。

『宙ごはん』

育ての母と産みの母。ふたりの母親に育てられた宙は、産みの母親と暮らすことに
なるが…。ごはんを作って食べることを通して成長していく姿を描く。

『今日は、これをしました』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菅原　佳己／著　　平凡社（596/ス）　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町田　そのこ／著　　小学館（913.6/マ）

書　　　名 著　　者

じつは裁判所ってこんな所なんです！ 中村　圭一/著

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　群　ようこ／著　　集英社（914/ム）

本郷　和人/監修
かみゆ歴史編集部/編著

ウクライナ侵略戦争 『世界』編集部/編

日本の合戦解剖図鑑

生きベタさん 釈　徹宗/著　細川　貂々/著

編み物、動画鑑賞、新聞購読、マスク作り…。無理をしない。無駄をしない。いく
つになっても、家の中でも、近所でも、喜びや楽しみは見つけられる。彩りに満ち
た日常を綴ったエッセイ集。

百年厨房 村崎　なぎこ/著

飛田　和緒/著

オール讀物/責任編集

「映える」配色

アクアリウムのある生活 千田　義洋/監修

世界一わかりやすい動画制作の教科書 小島　真也/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。



 


