
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

府中市立図書館                           令和 5年 1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 

１月５日（木）より、上下分室で本を借りられた方を対象に、 

図書館が購入している雑誌の付録をプレゼントします。 

※付録のお渡しは、お一人様 1点までです。 

※付録がなくなり次第終了となります。 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7
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29 30 31

１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

2月

「うさぎ島  会いに行けるしあわせ動物」 
福田幸広/写真 日経ナショナルジオグラフィック社 2015年 

たくさんのうさぎが暮らす「うさぎ島」。なんと広島県にあります。 

竹原市の大久野島です。忠海港から船で約 15分の「うさぎ島」

で暮らしているうさぎたちの愛くるしい姿をおさめた写真集です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１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 

◆１月の展示◆ 

一般「心身ともに健康で」 

お正月明けの体を心身ともにスッキリできるような、

健康に関する本などを展示します。 

児童「とんちとしゃれ、ことばあそび」 

 1月 9日はとんちの日。とんちの日にちなんで、家族 

 みんなで楽しめるしゃれやことばあそびの本を展示

します。  

期間 1月 5日(木)～ 2月 6日（月） 

◆窓際の展示◆ 

「２０歳を迎えるあなたへ」 

２０歳を迎えられた方にぜひ読んでほ

しい本を展示します。 

おひざにだっこのおはなし会 おはなしのへや 

日 時 ： 1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 ： 1月 21日（土） 

        14:00～14:30 

場 所 ： 上下町民会館  会議室 

テーマ ： 「うさぎがぴょん！」 

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◆ 

「うさぎの本大集合！」 

今年の干支は卯、うさぎ年です！ 

色々な「うさぎの本」を集めました。 

ドリーム号巡回日程 

1月　5日（木） お休み

1月19日（木） 1月19日（木）

1月１2日（木） 1月12日（木）

1月26日（木） 1月26日（木）

1月　5日（木）

1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
※地域巡回はお休みです。

宅配北

宅配南



　

　

出　版　社 分　類

徳間書店 159/ワ

日経ナショナルジオグラフィック 289/エ

亜紀書房 367/ア

朝日新聞出版 489/ハ

文響社 591/オ

家の光協会 596.6/ワ

青土社 611/イ

扶桑社 783/ウ

朝日出版社 820/チ

朝日新聞出版 913.6/シ

集英社 915/シ

北欧でみつけたサステイナブルな暮らし方 井出　留美／著

憐憫

陳　淑梅／著

失踪願望。 椎名　誠／著

《一般》

『徳川家康の決断　桶狭間から関ケ原、大坂の陣まで１０の選択』

今川・織田の両雄に挟まれ、弱小勢力として出発し、戦国乱世を勝ち抜き、天下を
制した徳川家康。三方原の合戦、本能寺の変、関ケ原の合戦、大坂の陣など、家康
が迫られた１０の選択を軸に波瀾の生涯を描く。

『ノーベル化学賞に輝いた研究のすごいところをわかりやすく説明してみた』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本多　隆成／著　　中央公論新社（289/ト）

フラーレン、ポリアセチレン、リチウムイオン電池…。近年の日本人受賞者の研究
を中心に、ノーベル化学賞を受賞したさまざまなジャンルの受賞研究の、どんなと
ころが画期的だったのかをわかりやすく解説する。

『建築家の自邸探訪　家好き芸人アンガールズ・田中が行く！』

アンガールズ・田中が個性豊かな建築家の自邸２０軒をレポート。斬新な間取りや
ハイスペックな設備など、家づくりのヒントが満載。建築家・加藤匡毅との対談な
ども収録する。

『連鎖』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山口　悟／著　　ベレ出版（430/ヤ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　卓志／責任編集　　扶桑社（527/ケ）

書　　　名 著　　者

さつまいものお菓子 若山　曜子／著

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒川　博行／著　　中央公論新社（913.6/ク）

夫と妻の定年前後のお金と手続き

エリザベス女王

失踪した食品会社社長が遺体で見つかった。経営に行き詰まった社長の服毒自殺。
最初は誰もがそう考えていたが、ひとりの死から、闇に沈んだ複数の犯罪が浮かび
上がり…。本格警察小説。

７０歳からの選択 和田　秀樹／著

家事は大変って気づきましたか？ 阿古　真理／著

パンダが日本にやってきた！ 日本パンダ保護協会／監修

１５構文を覚えるだけ！カンタン中国語

サッカーはなぜ１１人対１１人で戦うのか？
ルチアーノ・ウェルニッケ／著

桑田　健／訳

島本　理生／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。



 

『ぞうさんのおてがみ』

ある日、動物園の子どものぞうさんに手紙が届きました。「ぼくも、お手紙書きた
いな」　字の書けないぞうさんは、飼育員のお兄さんに教えてもらい、何度も何度
も練習して…。

『ホロコーストを生きぬいた６人の子どもたち』

《児童》

『ウマと話すための７つのひみつ』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  河田　桟／文と絵　　偕成社（Ｅ/ウ）

               　ライアン・ジョーンズ／作・絵　石岡　史子／訳　　合同出版（23/ホ）

『保護ねこ活動ねこかつ！　ずっとのおうちが救えるいのち』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　うらら／著　　岩崎書店（64/タ）

飼い主のいないねこに新しい家族を探し、一生幸せに暮らせる「ずっとのおうち」
を見つける－。保護ねこカフェを開いた梅田達也さんの半生を中心に、保護ねこ活
動について紹介します。

『妖怪は海にいる！？アラマタ式海の博物教室』

『１０歳から読める・わかるいちばんやさしい刑法』

刑法の意味や目的を、おとぎ話の世界の人物や動物が登場する事件を例に解説する
とともに、条文の難しい言葉をとことんやさしい言葉におきかえて紹介する。罪の
イメージを伝えるイラスト、ミニコラムも掲載。

ウマと話すことができたら？　「動物と話してみたい」という子どもたちの願いに
こたえる「馬語」の入門書。与那国島でウマを相棒に暮らす著者が発見した、ウマ
と話すための７つの秘密を伝えます。

お父さんは戦地へ赴き、お母さんは軍需工場で働いている。そんななか、どうして
も知りたいことがあったロザリーは自分に指令を出し、ひみつの任務を行うことに
…。真実を望んだ少女の姿を描く、悲しみに寄り添う物語。

悲劇を起こさないためにはどうすれば良いのか。１９３３～４５年のヨーロッパで
起きた、ナチ・ドイツによるユダヤ人への迫害。ホロコーストと呼ばれるこの出来
事を生きぬいた６人の子どもたちの物語を描く。用語集なども掲載。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和田　俊憲／著　　東京書店（32/ワ）

　　　　　　　 　飯島　敏子／原作　いもと　ようこ／文・絵　　ひかりのくに（Ｅ/ソ）

         キャス・シャックルトン／作・絵　ゼイン・ウィッティンガム／作・絵　

夜の海をおよぐナイトダイビング。そこで出会ったのは、摩訶不思議な生きものた
ちがたゆたう、「霊界」のような光景だった…。知の冒険をつづけるアラマタ博士
による、地球の歴史と宇宙と深海の世界が交差する博物教室。

『ロザリーのひみつ指令』

ティモテ・ド・フォンベル／作　イザベル・アルスノー／絵　杉田　七重／訳　　あかね書房（95/フ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荒俣　宏／[著]　　偕成社（45/ア）　

　　　　　　　　　はせがわ　さとみ／作　かわかみ　たかこ／絵　　文溪堂（913/ハ）

ホカリさんは、ちいさなまちの郵便屋さん。冬でも手袋とマフラーをして、赤い自
転車に乗って、手紙の配達に出かけます。ある日、ホカリさんは、小さなねずみの
こに手紙の配達を頼まれて…。３つのお話を収録。

『ホカリさんとふゆのおくりもの』


