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◆展示のご案内 

 ふじみ野市立図書館ではさまざまなテーマに合わせて展示を行っております。 
 6 月からの展示コーナーをご紹介します。ぜひご覧ください。 
 
【大井図書館】 
 
① テーマ展示「ともに手をとり、明るいミライへ！」 
  期間：6 月 1 日（月）～７月１２日（日） 
  内容：6 月 23 日～29 日の男女共同参画週間にともない、 

「ジェンダー」の当たり前を見直してみませんか。 
「仕事と生活の調和」や「働き方」に関する本も 
展示しています。 

 
② ミニ展示「歯のはなし」 
  期間：6 月 1 日（月）～6 月２１日（日） 
  内容：歯は一生大切にしていきたいですね。 

「虫歯の予防」や「歯のおはなし」の本を 
展示しています。 

 
③ 児童テーマ展示「課題図書・すいせん図書」 
  期間：6 月 1 日（月）～８月 3１日（月） 
  内容：夏に読んでほしい児童書やティーンズの皆さんに 

ぴったりの本を展示しています。 
 
 
 
【西公民館図書室】 
 
④ 一般テーマ展示「家族」 
  期間：6 月 1 日（月）～６月 30 日（火） 
  内容：時代や世代によってさまざまな家族の形が 

あると思います。 
     介護の経験談や家族にとって役立つ情報、 

小説など「家族」に関連する本を展示して 
います。 

 
 
 
 
 
 
 
 

ふじみ野市立図書館 
◆上福岡図書館 

℡ 049－262－3710 
◆大井図書館 

℡ 049－263－1100 
◆上福岡西公民館図書室 

℡ 049－264－5388 

◆ごあいさつ      
  臨時休館期間中は大変ご不便をおかけいたしました。 
 一部ではありますが開館することができました。 

まだまだ予断を許さない状況ですが、皆さまが安全にご利用いただけますよう、 
スタッフ一同心がけてまいります。 
状況が落ち着きましたらイベント等も再開いたしますので、ぜひご参加ください。 
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【上福岡図書館】 
 
⑤ 展示１「生きる、働く、育てる」 
  期間：6 月 1 日（月）～6 月 30 日（火） 
  内容：6 月 23 日～29 日の男女共同参画週間にともない、「ジェンダー」や「子育て」、 

「働き方」や「老後」に関する本を展示しています。 
 
⑥ 展示２「科学道１００」 
  期間：6 月 1 日（月）～6 月 30 日（火） 
  内容：「「知りたい！」が未来をつくる」をテーマに、大人向け子ども向け問わず 

本を展示しています。みんなで科学の入り口をのぞいてみませんか。 

    「課題図書・すいせん図書」 
  期間：6 月 1 日（月）～8 月 31 日（月） 
  内容：夏に読んでほしい児童書やティーンズの皆さんにぴったりの本を展示しています。 
 
⑦ 展示３「歯と口の健康」 
  期間：6 月 1 日（月）～6 月 10 日（水） 
  内容：いつまでも元気に、自分の歯でおいしく食事をしませんか。 
     「虫歯」や「口腔ケア」、「治療」に関する本を展示しています。 

    「食べる力を育てる」 
  期間：6 月 11 日（木）～6 月 30 日（火） 
  内容：日々のからだを作る“食”について調べてみませんか。 

「食育」や「栄養・バランス」、「食中毒・アレルギー」に関する本を展示しています。 
 
⑧ 児童展示「父の日」 

期間：6 月 1 日（月）～６月２１日（日） 
内容：普段伝えられない感謝をお父さんに伝えませんか。 

「お父さん」に関する本を展示しています。 

「つゆのほん」 
  期間：6 月 1 日（月）～6 月 30 日（火） 
  内容：雨の日は外に行けないからつまらない！ 
     雨の日も楽しく過ごせるように「雨」に関連する本を展示しています。 

    「たなばた」 
期間：6 月 1 日（月）～７月７日（火） 

  内容：年に 1 回のお楽しみ！ 
     「たなばた」や「星座」に関する本を展示しています。 
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６月は雨の日が多い季節です。ご自宅で過ごすことが多くなる中、 

何をしようかな、と悩んだことはありませんか？ 

今月はご自宅でできることが載っている本を４冊紹介します。 

やろうと思って手つかずになってしまったこと、 

新しくチャレンジしてみたいこと、今こそトライしてみませんか？ 

 

※本の表紙の下の記号は請求記号です。 

請求記号とは：図書館で本を探す時に使う、本に与えられた分類記号です。 

☆一般書（大人の方向け）★ティーン（中高生向け）〇児童書（子ども向け） 

 

☆780.7/ｺﾊﾞ 

「伝えていきたいわが家の保存食レシピ」 石原洋子／監修 朝日新聞出版 

 

メジャーな保存食からこだわりのレシピまで、春夏秋冬を味わうレシピを 

一カ月ごとに紹介しています。手軽に出来る野菜の常備菜や、アレンジ調味料 

など、作って楽しいレシピが満載です。 

一つずつ作り方を覚えて、一年の楽しみを増やしていきませんか？ 

☆596/ﾂﾀ 

「消しゴムはんこのちょこっとアイデア」 mizutama／著 PHP 研究所 

 

消しゴムを使って自分のオリジナルハンコを作ってみませんか？ 

手紙やカード、瓶のラベルなどにポン！と押して使うととってもかわいいですよ。 

道具も揃えやすいので、一人でも家族みんなでもすぐに始められます。 

消しゴムはんこは楽しく作れて可愛く使いやすいです。まずはぜひ読んでみて 

ください。 

「はじめてのベランダガーデニング」 原由紀子／監修 ブティック社 

 

 おうちの中に緑があるってとても癒されますよね。でもすぐ枯らしちゃう・・ 

園芸って苦手！そんな方にもこちらの本はおすすめです。初心者さん向けに、 

育て方から寄せ植えテクニックまでとても分かりやすく説明されています。 

ベランダが閑散として寂しい・・・土いじりをおうちでしたいという方にも 

読んで頂きたい一冊です。 

 

☆627.8/ﾊｼﾞ 

 

☆736/ﾐｽﾞ 

６月の図書案内

「体幹力を上げるコアトレーニング」 木場克己／著 成美堂出版 

 

多くのトップアスリートの指導を行う著者が、柔軟でバランスの良い体幹を 

獲得する為のコアトレーニングを紹介しています。まずは一日３０分、初級から 

上級までの３ステップを続けて一カ月の継続を目指します。子どもから大人、 

スポーツをする方までおすすめです。 

３日坊主でもいいじゃない！まずはやってみませんか？？ 



（４月１日～４月３０日までに受入した本の一部です。） 

□□□□□□□□□□□□□一般向け□□□□□□□□□□□□□ 

書名 著者名 出版社 請求記号 

「つい感情的になってしまう」あなたへ 水島広子／著 河出書房新社 一般書141.6/ﾐｽﾞ 

偽書が揺るがせた日本史 原田実／著 山川出版社 一般書210.04/ﾊﾗ 

外国人雇用の法律相談Q&A 
中央大学真法会労働法

研究会／編 
法学書院 一般書336.42/ﾁﾕ 

すみません、金利ってなんですか？ 小林義崇／著 サンマーク出版 一般書338/ｺﾊﾞ 

同僚は外国人。 細井聡著 CCCメディアハウス 一般書366.89/ﾎｿ 

母ふたりで“かぞく”はじめました。 小野春／著 講談社 一般書367.97/ｵﾉ 

カムイの世界 堀内みさ／著 新潮社 一般書382.11/ﾎﾘ 

地球は特別な惑星か? 成田憲保／著 講談社 一般書445/ﾅﾘ 

119番と平穏死 長尾和宏／著 大和書房 一般書490.154/ﾅｶﾞ 

最新医療事務のすべてがわかる本

[2020] 
青地記代子／監修 日本文芸社 

一般書498.163/ｻｲ

/20 

信長と家臣団の城 中井均／著 KADOKAWA 一般書521.823/ﾅｶ 

こんな、季節の味ばなし 平野恵理子／著 天夢人 一般書596.04/ﾋﾗ 

野菜の植え合わせベストプラン 竹内孝功／著 学研プラス 一般書626.9/ﾀｹ 

210日ぶりに帰ってきた奇跡のネコ 藤原博史／著 新潮社 一般書645.9/ﾌｼﾞ 

もっと知りたい薬師寺の歴史 藤岡穣／著 東京美術 一般書702.17/ﾌｼﾞ 

未知の鳥類がやってくるまで 西崎憲／著 筑摩書房 一般書913.6/ﾆｼｻﾞｷ 

いかがなものか 群ようこ／著 集英社 一般書914.6/ﾑﾚ 

リスからアリへの手紙 トーン・テレヘン／著 河出書房新社 一般書949.33/ﾃﾚ 

□□□□□□□□□□□□□児童向け□□□□□□□□□□□□□ 

かなへび 竹中践／ぶん 福音館書店 児童J487/ﾀ 

スーパーコロコロドミノ装置 野出正和／著 いかだ社 児童J750/ﾉ 

たまごにいちゃんとげんちゃん あきやまただし／作・絵 鈴木出版 物語絵本JE/ｱ 

千両みかん 野村たかあき／文絵 教育画劇 物語絵本JE/ﾉ 

とんでいく 岡崎立／え 福音館書店 物語絵本JE/ｵ 

いえでででんしゃ、 

しゅっぱつしんこう! 
佐藤真紀子／絵 新日本出版社 児童文学JB/ｱ 

名探偵ポアロオリエント急行の殺人 
アガサ・クリスティー

／著 
早川書房 児童文学JB/ｸ 

えんそくのおばけずかん 斉藤洋／作 講談社 児童幼年JY/ｻ 

こわいぞ！おばけりょこう 吉田純子／作 あかね書房 児童幼年JY/ﾖ 

 


