
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

府中市立図書館                           令和 5年 3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 
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本館の DVDを期間限定で展示しています！ 

この機会にぜひお借りください。 

【児童】 「アナと雪の女王」 

「バケモノの子」 

「天空の城ラピュタ」 

「ミッキーマウスとロードレーサーズ」 

【教養】 「宮崎駿の仕事」 

「みんなの認知症予防ゲーム」 

「綾小路きみまろ 爆笑！最新ライブ  

ベストセレクション１」 

「かいじゅうたちのいるところ」 

「ラ・ラ・ランド」 

「アバター」 

「ハドソン川の奇跡」 

【洋画】 

【邦画】 「蜩ノ記」 

「超高速！参勤交代」 

「決算！忠臣蔵」 

「糸」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３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 

◆３月の展示◆ 

一般・児童「守ろう！野生生物の命」 

３月３日はひな祭り、と同時に「世界野生生物の日」

でもあります。 1973 年に野生動植物の国際取引

を規制するワシントン条約が採択されたことから定

められました。 そこで、私たちが共存していくべき野

生生物について知ることができる本を展示します。 

 

期間 3 月 8 日(水) ～ 4 月 3 日（月） 

◆おはなしひろばの展示◆ 

「はるのえほん」 

おひざにだっこのおはなし会 ぬいぐるみといっしょにおはなし会 

日 時 ： 3 月 1０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： ３月１８日（土） 14:00～ 

場  所： 上下分室 

対  象： 幼児から 

参加費： 無料 

 

 

◆窓際の展示◆ 

「災害を知る」 

ドリーム号巡回日程 

お気に入りのぬいぐるみと 

いっしょにおはなし会に来てね！ 

階見コース 宅配北 3月　2日（木） 3月　2日（木）

清岳コース 宅配南 3月  9日（木） 3月16日（木）

吉野コース 宅配北 3月16日（木） 3月  9日（木）

矢野コース 宅配南 3月23日（木） 3月23日（木）

3月  2日（木）

3月16日（木）

上下南小学校

上下北小学校

ほのぼの苑

かがやき苑

◆入口の展示◆ 

「もっと知りたい！徳川家康」 



　

　

出版社 請求記号

日経ＢＰ日本経済新聞出版 007/フ

ナツメ社 143/サ

三才ブックス 290/セ

ぺりかん社 369/カ

成美堂出版 493/メ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 599/ア

扶桑社 659/ヤ

光村図書出版 726/ヨ

みらいパブリッシング 837/ハ

笠間書院 910/ヤ

双葉社 913.6/ハ

指と耳で見る、目と手で聞く 金治　直美／著

通じすぎて怖いカタカナ英会話

日々臆測 ヨシタケ　シンスケ／著

山本　淳子／著

書名 著者

管理栄養士あおいさんの子ども完食！ママらく献立 あおい／著

世界でいちばん素敵な地理の教室　日本編 片岡　英夫／監修

目で見てわかる認知症の予防 秋下　雅弘／監修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小西　マサテル／著　　宝島社（913.6/コ）

最新図解よくわかる発達心理学 林　洋一／監修

かつて小学校の校長だった切れ者の祖父は、レビー小体型認知症を患っている。孫
娘の楓が身の回りで生じた謎について話して聞かせると、祖父の知性は生き生きと
働きを取り戻す。そんな中、楓の人生に関わる重大な事件が…。

ＡＩはすべてを変える
マーティン・フォード／著

松本　剛史／訳

まちの“使い切れない農地”を荒らしたくない、実家の農地が草だらけ…。田園回
帰時代の、“使い切れない農地”の活かし方を事例とともに紹介。農地制度の基礎
知識も解説する。

『岡田（永代）美知代著作集』

田山花袋「蒲団」の女弟子のモデルとしてスキャンダルに巻き込まれた、岡田（永
代）美知代。その代表的な小説のほか、習作、師・花袋への恩と怨みを表白する評
論、少女小説、晩年の原稿と新発掘の新聞連載小説を収録する。

『名探偵のままでいて』

　　　　　　　　　　　　　　　　農山漁村文化協会／編　　農山漁村文化協会（611/ツ）

 岡田　美知代（永代　美知代）／著　有元　伸子／編　府中市上下歴史文化資料館／編　　渓水社（H98/オ）

《一般》

『全２０１カ国＆地域おうちで作れる世界のおやつ』

珍しいおやつが身近な材料で気軽に作れる！　フィンランド共和国の星形パイ、
ブータン王国の揚げクッキーなど、全２０１カ国＆地域のおやつのレシピを紹介。
おやつの由来やその国の食文化がわかるミニ解説付き。

『使い切れない農地活用読本　荒らさない、手間をかけない、みんなで耕す』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本山　尚義／著　　廣済堂出版（596.6/モ）

初めてでも大丈夫狩猟入門 山本　暁子／著

古典モノ語り

長谷川　雄一朗／著

間借り鮨まさよ 原　宏一／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。



 

平安時代の中ごろに活躍した女性、清少納言は、豊富な知識とユーモアで、主人で
ある定子を支え、すばらしい作品を書き残しました。その生涯を簡単に説明し、代
表作「枕草子」や和歌、平安時代の文化を紹介します。

だるま、いぬ、こけし、たい、ふくすけ、まねきねこ…。全国からおもちゃたちが
大集合！　地方色ゆたかなおもちゃを絵さがししながら、手仕事のあたたかさにふ
れる絵本。

　　　　　　　　「毒のすべて」編集室／著　　メイツユニバーサルコンテンツ（49/ミ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たなか　しん／作　　ライツ社（Ｅ/オ）

　　　　　　藤川　智子／作　中村　浩訳／監修　橋本　永興／監修　　講談社（Ｅ/ワ）

まちにはひみつがいっぱい！　マンホール、電柱、信号、交通安全、社会インフ
ラ、バリアフリー、リサイクルなど、まちにあるものや、ＳＤＧｓにも関連した大
切なテーマを、写真とイラストで紹介します。めいろも掲載。

『清少納言と枕草子』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川村　裕子／監修　　ほるぷ出版（91/セ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャイルド本社（51/ソ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝日新聞出版（913/カ）

クラス１の人気女子に呪いをかけたのは誰？　この世からゼロが盗まれた？　難事
件の真相は、「数」がすべて知っている！　「算数・数学で謎を解く」をテーマに
した、５人のベストセラー作家による珠玉のミステリー。

『数は無限の名探偵』

『小学生でも安心！「海釣り」と「魚料理」きほんＢＯＯＫ　生態から食べ方までまるごと学ぼう』

　　　　　　　　　　　　　山口　充／監修　　メイツユニバーサルコンテンツ（78/シ）

釣って、学んで、さばく小学生のための魚バイブル。海釣りの初心者に向けて、釣
りに行く前に役立つ知識や、現地で役立つ知識、釣った後の調理に役立つアイデア
などを、豊富な写真とともにわかりやすく紹介する。

『そうだったのか！まちのひみつ図鑑』

『みんなが知りたい！不思議な「毒」のすべて　身近にひそむキケンを学ぼう』

なぜ毒はあぶないの？　毒はどうやってできるの？　毒から自分をまもるには？
生物が持つ毒と化合物の毒を取り上げ、その特徴や人体への影響などを、調べ学習
に役立つよう、写真とともにわかりやすく解説する。

　　はやみね　かおる／著　向井　湘吾／著　井上　真偽／著　青柳　碧人／著　加藤　元浩／著

『おたんじょうび　ふ～』

お誕生日に、ケーキの上のろうそくの火を、ふーっと消せたら、願いごとが叶うん
だって。犬さんのお誕生日。願いごとはなあに？　ねこさん、うさぎさん、願いご
とは何？　お誕生日の最高の瞬間を繰り返せる絵本。

『わたしはどこでしょう？　絵さがし日本のおもちゃ』

《児童》

『絵で旅する国境』 

　　　　　　　クドル／文　ヘラン／絵　なかやま　よしゆき／訳　　文研出版（Ｅ/エ）

人々の暮らしに大きな影響を与える国境。あるべき国境のすがたとはなにか。大胆
な構図と細やかな筆致で描かれた美しいイラストが、世界の国境をめぐる旅へとい
ざなうユニークな絵本。


