
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

府中市立図書館                           令和 4年 9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 

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

9月

府中市“電子”図書館 のご案内 

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。 

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

10月

府中市立図書館ではインターネットにつないだスマートフォンやパソコンなどから本を読むことができる

「府中市電子図書館」サービスを実施しています。『広報ふちゅう』が読める、図書館まで足を運ばなくて

よいなど、便利な点が魅力です。府中市立図書館の利用者カードをお持ちの方はだれでも利用すること

ができます。（別途、電子図書館の利用登録が必要です。） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆９月の展示◆ 

一般・児童「奇奇怪怪ツアー！」 

毎晩のように雷が落ちる湖、半世紀燃え続ける穴、世

界で最も不気味な島…世の中には私たちの知らない

不思議がいっぱい。９月はちょっと怖くて、ちょっと不気

味で、ちょっと奇妙な本たちを展示します。 

奇奇怪怪ツアーへレッツゴー！ 

 

９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 ： ９月 １６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 ： ９月 １７日（土） 

        14:00～14:30 

場 所 ： 上下町民会館  会議室 

テーマ ：「夜の世界をのぞいてみよう！」 

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◆ 

「テストには出ないけど、大人も 

知らないこと、学びませんか？」 

 

 

 

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。 

 

期間 ： 9月 10日（土）～10月 3日（月） 

階見コース 宅配北 9月　1日（木） 9月　1日（木）

清岳コース 宅配南 お休み 9月15日（木）

吉野コース 宅配北 9月15日（木） お休み

矢野コース 宅配南 9月22日（木） 9月22日（木）

9月　1日（木）

9月15日（木）

上下南小学校

上下北小学校

ほのぼの苑

かがやき苑

◆おはなしひろばの展示◆ 

「秋の絵本」 

 

 

 



　

　

出　版　社 分　類

朝日新聞出版 183/シ

教育評論社 210.4/イ

リベラル社 369/ナ

カンゼン 404/セ

秀和システム 498/ク

文化学園文化出版局 593/ツ

亜紀書房 596/マ

マイナビ出版 626/ノ

河出書房新社 748/ニ

講談社 811/エ

実業之日本社 913.6/ア

毎日新聞出版 914/タ

やせるスイーツ 工藤　孝文／著

フレンチテイストな子ども服

漢字の使い分け図鑑

蜷川　実花／著

居場所がないのがつらいです 高橋　源一郎／著

《一般》

『偉人メシ伝　「天才」は何を食べて「成功」したのか？』

織田信長は「立ち食い」で奇襲に成功！？　葛飾北斎は１日たった２杯の蕎麦で絵
を描き続けた！？　ローマ皇帝は１日で食費が１億円！？　古今東西の偉人たちの
奇妙キテレツな食生活を紹介する。

『日本の絶滅危惧知識　百年先まで保護していきたい』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　真山　知幸／著　　笠間書院（280/マ）

お月見は２回する？　縁起のいい箸、よくない箸って？　そのうち忘れ去られてし
まいそうな日本古来の風習や、先人たちがつないできた日本の知識について、その
本質や変遷の歴史などを紹介する。

『駅ビルご当地グルメ大百科　駅直結で味わう激旨メニュー全４００品』

北は北海道から南は沖縄まで、全国の駅ビル・駅近ビルで味わえるご当地グルメを
紹介。地元素材たっぷりの料理や、地元御用達のソウルフードなど４００以上のメ
ニューを収録。データ：２０２２年５月現在

『きときと夫婦旅』

　　　　　　　　　　吉川　さやか／文　新谷　尚紀／監修　　ベストセラーズ（382/ヨ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「旅と鉄道」編集部／編　　天夢人（596/エ）

書　　　名 著　　者

世界の研究者が調べたすごすぎる実験の図鑑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　椰月　美智子／著　　双葉社（913.6/ヤ）

夏樹　久視／著６５歳からデイサービス従業員はじめました

鎌倉北条氏の女性たち 今井　雅晴／著

家出した中３の息子を連れ戻しに、富山へ向かった夫婦。だが息子はまだ帰らない
といい、夫婦は富山に滞在するはめに。行く先々で衝突の絶えないふたりだが…。
本音炸裂の夫婦ロードノベル。

喜怒哀楽のお経を読む 釈　徹宗／著

終活中毒 秋吉　理香子／著

月田　ゆい／著

円満字　二郎／著

花、瞬く光

発酵ある台所 丸瀬　由香里／料理　森本　菜穂子／写真

スーパーで買った野菜・果物で家庭菜園 のりんご／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。



 

『いきものとくらすための７つの約束』

ルールは１つだけ。それはこのイチゴにはさわっちゃダメということ。このイチゴ
のことを考えてもダメだよ。できるかな？　いったいどんなことがおこるのか、
だーれも知らないからね？　とにかく笑える愉快な絵本。

『ちいさなハチドリのちいさないってき』

大きなカミナリが落ちて、動物たちの住む大切な森が大きな火事になりました。小
さなハチドリは、小さなクチバシで水を一滴、一滴運んで火事を消そうとして…。
南アフリカ、中南米アンデス地方に伝わる民話をもとにした絵本。

『世界の妖怪大図鑑』

『のぞく図鑑穴』

《児童》

『「じぶん」のはなし』

　　　　　　　　　ようろう　たけし／さく　よこやま　かんた／え　　講談社（Ｅ/シ）

小学校中学年を主な対象とした、楽譜やリズムの読み方のガイドブック。さまざま
な音符や拍子、音符を組み合わせたリズム、音の高さなどを、身近な例えやイラス
トでわかりやすく解説する。

ネコにとって人間は「大きなダメネコ」！？　ヤマアラシのおしっこはラブレ
ター？　「ざんねんないきもの事典」の監修者が、動物たちの行動に秘められた本
当の意味と、たくさんのいのちとくらすためのルールを解説する。

『楽しくわかる！小学生のための楽譜の読み方＆リズムのきほん』

　　　　　　　　侘美　秀俊／著　　シンコーミュージック・エンタテイメント（76/タ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今泉　忠明／作　　講談社（48/イ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西村　まさゆき／編・著　　小学館（53/ニ）

機械を動かしたり、止めたりするときに必須の装置、ボタン。乗り物のボタンをは
じめ、レストランの注文ボタンや家の中のボタンなど、思わず「ポチッ」と押した
くなるボタン５０種以上を写真や図とともに紹介。

『押す図鑑ボタン』

穴から広がるおどろきの世界ー。穴の中の遊園地、ずっと火が燃え続けている穴、
人が住む穴の街、列車が走る鍾乳洞…。大小２００以上の世界の穴を写真や図とと
もに紹介。動物たちの巣穴事情、ブラックホールなども取り上げる。

わたしたちをとりまく自然。そこにはたくさんの生きものがいます。それらの生き
ものと自分とのかかわりを、養老孟司先生と子どもたちが考える、のびのびとした
タッチの絵本。

個性豊かな世界の妖怪たちが色鮮やかに蘇るー。ヨーロッパの妖怪から、ギリシャ
神話の魔物たち、世界の悪魔たち、オセアニアの妖怪まで、水木しげるが遺した傑
作妖怪画のなかから、海外の妖怪をセレクトした図鑑。

　　　　　　　　　　　　　　　ビル・コッター／さく　　サンクチュアリ出版（Ｅ/セ）

『ぜったいにおしちゃダメ？　ラリーのたんじょうびケーキ』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮田　珠己／編・著　　小学館（45/ミ）

　　　　　　　　　　　ウノサワ　ケイスケ／え　　イマジネイション・プラス（Ｅ/チ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水木　しげる／著　　講談社（38/ミ）


