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２０２1年 ７月 №263 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

７月の休館日 
 

 

★平日の開館時間は、午前１０時～午後７時（市政図書室を除く） 

★土曜日・日曜日・祝日の開館時間は、午前１０時～午後５時 

（市政図書室を除く） 

★市政図書室の開館時間は、平日と土曜日の午前８時３０分～午後５時１５分 

★休館日や、開館時間については状況により変更になる場合がございます。 
 

 

 

 

中央・高幡・日野 

多摩平・平山・百草（月曜日） 
5 日・12 日・19 日・26 日 

市政図書室（日曜日・祝日） 4 日・11 日・18 日・22 日・23 日・25 日 

 

今月のひろば 

P.2 「地域・行政デジタル資料」を公開しました 

P.3  夏休みジュニアスタッフ募集 

P.4 デジタルスタンプラリーin日野宿 2021 

P.5 日野宿子ども発見隊参加者募集 

P.6 図書館に入った新しい本 

P.20 おはなし会のお知らせ 

P.22 読書パスポートってなあに？ 

P.23 図書館員の本箱 

P.23 お問い合わせは、お近くの図書館へ 

P.24 移動図書館ひまわり号巡回日程 
 

祝日 22・23 日は 
開館します！ 

（市政図書室除く） 
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「地域・行政デジタル資料」を公開しました 
  

 日野市の歩みを伝える貴重な資料である地域・行政資料をデジ

タル化し、図書館ホームページで公開を開始しました。 

 昭和期に日野市（旧日野町・旧七生村を含む）が発行した資料

を中心に掲載しています。ご活用ください。 

☆「地域・行政デジタル資料」のページは図書館ホームページト

ップページ（https://www.lib.city.hino.lg.jp）の「地域・行政資

料デジタル」からご覧いただけます。 

※当事業は公益財団法人図書館振興財団の 2020 年度振興助成事業として

助成を受けています。 
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 令和 3 年度日野市立図書館 

 子ども読書活動推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施日・時間 下記の表の通り 

対 象 市内在住の小学校５年生から中学校３年生（2日間参加できる方） 

申込み方法 ７月６日（火）午前 10時から各図書館窓口または電話で 

（先着順）  

実施日 時間 図書館名 住所・電話番号 募集人数 内容 

7月 29日（木） 

30日（金） 

8:45～ 

9：45 

中央図書館 
豊田 2－49－2 

2名 

書架整理 

予約本探し 

など 

586-0584 

日野図書館 
日野本町 7-5-14 

2名 
584-0467 

平山図書館 
平山 5-18-2 

2名 
591-7772 

 

8月 5日（木） 

6日（金） 
8:45～ 

9：45 

高幡図書館 
三沢 4-1-12 

2名 
591-7322 

多摩平図書館 
多摩平 2-9 

2名 
583-2561 

百草図書館 
百草 204-1 

2名 
594-4646 

 

 

 

小学校５年生から中学生 対象 

図書館の仕事を体験してみませんか？ 

☆詳細は各館にお問い合わせください。 

☆新型コロナウイルス感染症対策について 

・参加にあたっては保護者の同意が必要となります。 

・感染拡大状況によっては延期・または中止する場合がございます。予めご了承ください。  
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デジタルスタンプラリー 
in日野宿 ２０２１ 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日野銀行跡にて 

デジタルスタンプラリー web map 

４月２９日（木）から５月９日（日）、「デジタルスタンプラリー in 日

野宿２０２１」を開催しました。コロナ禍のため、いつもの「ドデカスタ

ンプ」でのラリーとはなりませんでしたが、参加者の皆さんの安全・

安心を図るためスタンプ画像をカメラで撮影して集めるという方法で

の開催となりました。 

参加者は５９８名。その中で１７か所完全制覇の先着２６５名の皆

さんには『日野駅開業１３０年記念絵葉書』が進呈されました。 

緊急事態宣言下でもあり、地元の親子連れの参加が目立ちまし

た。天気にも恵まれ、日野宿の新たな魅力を親子で発見する楽しい

ひと時となったようです。なお、日野一中報道部と大坂上中生徒会

の皆さんには、「デジタルスタンプラリー web map」の作成にご協

力をいただきました。 

この場をお借りして御礼申し上げます。 〔事務局：日野図書館〕 
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twitter 

日野宿子ども発見隊 参加者募集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申込・問合せ】 

日野図書館（日野本町 7-5-14）開館中に電話または、来館で 

電話 042-584-0467 

 http://www.hinoshuku.com 

 
① 夏休み！親子で調べよう日野用水 

日時：7 月 24日（土）午前 9 時 30 分～12 時 

会場：新東光寺地区センター前用水（栄町 3-14-1） 

対象：小学生の子どもと保護者（先着 10組） 

内容：用水に入って生き物を観察します 

費用：無料（網・バケツなどを図書館で用意します） 

申込期間：7/6 日（火）午前 10 時  ～7/20（火）午後 5 時 

 

② 行灯をつくろう 

日時：8 月 14日（土）午後 3 時～5 時 

会場：中央公民館 講座室（日野本町 7-5-23） 

対象：小学生の子どもと保護者（先着 10組） 

内容：行灯をつくります 

費用：500 円（予定） 

申込期間：7/20（火）午前 10時  ～8/3（火）午後 5 時 

 

 

http://hinoshuku.com/index.html
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 図書館に入った 新 し い 本 
4月 23日から 5月 27日の間に入った本です。 

誌面の都合で掲載できなかった本もあります。 

児童書は掲載していません。 

 

０００ 読書・出版・ジャーナリズム                                       

あの人が好きって言うから…有名人の愛読書 50冊読んでみた 

 ブルボン小林／著 中央公論新社 019  

教養脳 自分を鍛える最強の 10冊 福田 和也／著 文藝春秋 019  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

<世界史>の哲学 近代篇１ 大澤 真幸／著 講談社 102  

哲学者への質問  

NYの街角で「哲学者だけど質問ある？」と掲げて行われた哲学問答集  

イアン・オラソフ／著 サンマーク出版 104/ｵ 

墨子よみがえる “非戦”への奮闘努力のために 半藤 一利／著 平凡社 124.3  

皮膚はいつもあなたを守ってる 不安とストレスを軽くする「セルフタッチ」の力 

山口 創／著 草思社 141.2  

方向音痴って、なおるんですか？ 吉玉 サキ／著 交通新聞社 141.2  

フロイト、夢について語る フロイト／著 光文社 145.9  

神様のためにあなたができること 人間の信じる気持ちには力がある  

桜井 識子／著 PHP研究所 147  

読むだけで元気が出る１００の言葉 Testosterone／著 きずな出版 159  

宗教と過激思想 現代の信仰と社会に何が起きているか  

藤原 聖子／著 中央公論新社 161  

１３歳からのイスラーム 長沢 栄治／監修 かもがわ出版 167  

御朱印でめぐる関東の聖地 集めるごとに運気アップ！  

地球の歩き方編集室／著 地球の歩き方 185.9  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

持統天皇と男系継承の起源 古代王朝の謎を解く  

武澤 秀一／著 筑摩書房 213.4  

武士論 古代中世史から見直す 五味 文彦／著 講談社 214  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

天正伊賀の乱 信長を本気にさせた伊賀衆の意地  

和田 裕弘／著 中央公論新社 214.8  

戦争というもの 半藤 一利／著 PHP研究所 217.5  

美術でめぐる西洋史年表 池上 英洋／著 新星出版社 230  

イギリス 1960年代 ビートルズからサッチャーへ  

小関 隆／著 中央公論新社 233  

1日 1ページ、365日で世界一周 井田 仁康／監修 成美堂出版 290  

k.m.p.の、旅したくてぐるぐる。 k.m.p.／著ブックデザイン 東京書籍 290.9  

伊能忠敬の日本地図 渡辺 一郎／著 河出書房新社 291  

新青春 18 きっぷの教科書 1 日あたり 2410 円で JR 普通列車が乗り放題 究極の

“お得きっぷ”ガイド 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 291  

日本百ひな泉 これからの温泉の新基準！  

岩本 薫／著 みらいパブリッシング 291  

大人の東京自然探検 森林・水辺・山・草原 etc.  

吉田 友和／著 エムディエヌコーポレーション 291.36  

歩く地図鎌倉・横浜散歩 2022 成美堂出版 291.37  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

「ネオ・チャイナリスク」研究 ヘゲモニーなき世界の支配構造 

 柯 隆／著 慶應義塾大学出版会 302.22  

「ポスト・アメリカニズム」の世紀 転換期のキリスト教文明  

藤本 龍児／著 筑摩書房 302.53  

コロナと無責任な人たち 適菜 収／著 祥伝社 304/ﾃ 

枝野ビジョン 支え合う日本 枝野 幸男／著 文藝春秋 310.4/ｴ 

世界史講師が語る教科書が教えてくれない「保守」って何？ 

 茂木 誠／著 祥伝社 311.4  

バイデンの光と影 エヴァン・オスノス／著 扶桑社 312.53  

権威主義の誘惑 民主政治の黄昏 アン・アプルボーム／著 白水社 313.7  

消えたヤマと在日コリアン 丹波篠山から考える  

細見 和之／著 岩波書店 316.81  

コロナ対策禍の国と自治体 災害行政の迷走と閉塞  

金井 利之／著 筑摩書房 318  

９条の戦後史 加藤 典洋／著 筑摩書房 323.1  

遺産分割のことならこの１冊 内海 徹／著 自由国民社 324.7  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

訴訟をするならこの１冊  

民事裁判・調停・執行から裁判員制度まで司法制度の<最大限活用>ガイド！  

國部 徹／監修 自由国民社 327  

悪魔の証明 なかったことを「なかった」と説明できるか  

谷岡 一郎／著 筑摩書房 327.1  

貿易戦争は階級闘争である 格差と対立の隠された構造  

マシュー・C.クレイン／著 みすず書房 333.6  

クルドの夢ペルーの家 日本に暮らす難民・移民と入管制度  

乾 英理子／編著 論創社 334.41  

60分でわかる！DXデジタルトランスフォーメーション最前線  

兼安 暁／著 技術評論社 336.1  

はじめての人のためのフリーランス節税事典  

横山 光昭／著 アスコム 336.9  

新・全訳須恵村 日本の村 ジョン・F.エンブリー／著 農山漁村文化協会 361.61  

ケアマネ、生活相談員、生活支援員のための社会保障制度がわかる本  

すぐに役立つ！ 阿部 裕二／監修 ナツメ社 364  

図解わかる年金 2021-2022年版 国民年金・厚生年金 企業年金・個人年金 

 中尾 幸村／著 新星出版社 364.6  

これ一冊でぜんぶわかる！労働基準法 2021-2022年版  

今井 慎／監修 ナツメ社 366.1  

会社で働く 製品開発ストーリーから職種を学ぶ！  

松井 大助／著 ぺりかん社 366.2  

こんな仕事があったのか。 マガジンハウス 366.2  

図解わかる会社をやめるときの手続きのすべて 2021-2022年版  

中尾 幸村／著 新星出版社 366.4  

非正規介護職員ヨボヨボ日記  

当年 60歳、排泄も入浴もお世話させていただきます  

真山 剛／著 三五館シンシャ 367.9 

近親殺人 そばにいたから 石井 光太／著 新潮社 368.6  

オマルとハッサン 4歳で難民になったぼくと弟の 15年  

ヴィクトリア・ジェミスン／作 合同出版 369.3  

子どもの才能を引き出す 天才 IT相オードリー・タンを育てた母の教育メソッド 

李 雅卿／著 日本実業出版社 371.5  

経済学部 中高生のための学部選びガイド 山下 久猛／著 ぺりかん社 376.8  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

「定年後知的格差」時代の勉強法 人生 100年。大学で学び、講師で稼ぐ  

櫻田 大造／著 中央公論新社 377  

６歳までの「ことばの遅れ」の不安が消える  

「お口とことば」を育てる 13のレッスン 上里 聡／共著 現代書林 378.2  

アジアの伝統染織と民族服飾 豊穣なる生活造形の世界  

道明 三保子／著 あっぷる出版社 383.1  

アクセサリーの考古学 倭と古代朝鮮の交渉史  

高田 貫太／著 吉川弘文館 383.3  

わたしは銭湯ペンキ絵師 田中 みずき／著 秀明大学出版会 383.6  

美しい和菓子の図鑑 青木 直己／監修 二見書房 383.8  

これからの日本のジビエ 野生動物の適切な利活用を考える 

 押田 敏雄／編著 緑書房 383.8  

完本マタギ 矛盾なき労働と食文化 田中 康弘／著 山と溪谷社 384.3  

ナポレオンの柳 西洋人と柳、墓地、ピクチャレスク  

黒沢 眞里子／著 彩流社 385.6  

日本疫病図説 絵に込められた病魔退散の祈り 畑中 章宏／著 笠間書院 387  

現代ロシアの軍事戦略 小泉 悠／著 筑摩書房 392.38  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

理系女性の人生設計ガイド 自分を生かす仕事と生き方  

大隅 典子／著 講談社 407  

「数学をする」ってどういうこと？ 小山 信也／著 技術評論社 410  

数の発明 私たちは数をつくり、数につくられた  

ケイレブ・エヴェレット／著 みすず書房 410.2  

オイラーから始まる素数の不思議な見つけ方  

分割数や 3角数・4角数などから考える 小林 吹代／著 技術評論社  412 

四角形の七不思議 いちばん身近な図形の深遠な世界  

細矢 治夫／著 講談社 414.1  

最強に面白い！！ベクトル ニュートンプレス 414.7  

アインシュタイン方程式を読んだら「宇宙」が見えた ガチンコ相対性理論  

深川 峻太郎／著 講談社 421.2  

野に咲く花の生態図鑑 春夏篇 多田 多恵子／著 筑摩書房 470  

子どもと楽しむ草花のひみつ 稲垣 栄洋／著 エクスナレッジ 470.4/ｲ 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

植物のいのち からだを守り、子孫につなぐ驚きのしくみ  

田中 修／著 中央公論新社 471  

きのこと動物 森の生命連鎖と排泄物・死体のゆくえ  

相良 直彦／著 築地書館 474.8  

クモの巣ハンドブック 馬場 友希／著 文一総合出版 485.7  

南極探検とペンギン 忘れられた英雄とペンギンたちの知られざる生態  

ロイド・スペンサー・デイヴィス／著 青土社 488.6  

オオルリ・キビタキ・サンコウチョウ BIRDER編集部／編 文一総合出版 488.9  

大人女子のゆるっと漢方生活 櫻井 大典／監修 主婦の友社 490.9  

文系のためのめっちゃやさしい人体  

吉川 雅英／監修 ニュートンプレス 491.3  

免疫入門最強の基礎知識 遠山 祐司／著 集英社 491.8  

血糖値を下げる献立  

糖尿病対策に。ラクラク 1カ月献立と低糖質レシピ オレンジページ 493.12  

なりすまし 正気と狂気を揺るがす、精神病院潜入実験  

スザンナ・キャハラン／著 亜紀書房 493.7  

認知症になった蛭子さん 介護する家族の心が楽になる本  

蛭子 能収／著 光文社 493.75  

パンデミック クリスチャン・W.マクミレン／著 ニュートンプレス 493.8  

おいしい腎臓病の食事 よくわかるステージ別食べて良いもの、控えるもの  

富野 康日己／編著 法研 494.93  

生理で知っておくべきこと  

自分の体を守る正しいデータを持てなかった女性たちへ  

細川 モモ／著 日経 BP 495.13  

乳がんの本 乳腺専門医がわかりやすく解説  

高橋 かおる／著 アストラハウス 495.46  

あなたが消された未来 テクノロジーと優生思想の売り込みについて  

ジョージ・エストライク／著 みすず書房 498.2  

背骨の医学 すべての疾患は背骨曲がりから 山口 正貴／著 さくら舎 498.3  

疫病と人類知 新型コロナウイルスが私たちにもたらした深遠かつ永続的な影響  

ニコラス・クリスタキス／著 講談社 498.6  

ゴーマニズム宣言 SPECIAL コロナ論 ３ 小林 よしのり／著 扶桑社 498.6  

散歩で見つける薬草図鑑 見分け方・使い方がよくわかる  

指田 豊／監修 家の光協会 499.8  
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５００ 技術・工学・環境                                                                      

よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本  

制御回路の作成手法と手順を初歩から学ぶ！  

武永 行正／著 秀和システム 501.9  

住宅メーカーのしくみとビジネスがこれ 1冊でしっかりわかる教科書  

あずた／著 技術評論社 520.9  

スペース・コロニー宇宙で暮らす方法 向井 千秋／監修・著 講談社 538.9  

完全図解電気の基礎と実務 一番やさしい・一番くわしい 

 大浜 庄司／著 日本実業出版社 540  

デジタル一眼動画撮影基本＆応用テクニック  

鹿野 宏／著 技術評論社 547.8  

SNSの「わからない！」をスッキリ解決する本 宝島社 548.3  

Twitter ツイッター基本＆便利技 リンクアップ／著 技術評論社 548.3  

エクセル＆ワード＆パワーポイントの「わからない！」をぜんぶ解決する本  

宝島社 548.4 

初心者からちゃんとしたプロになる Illustrator基礎入門  

尾花 暁／共著 エムディエヌコーポレーション 548.4  

Linux+コマンド入門 シェルとコマンドライン、基本の力  

西村 めぐみ／著 技術評論社 548.4  

モバイルゲーム開発がこれ 1冊でしっかりわかる教科書  

永田 峰弘／著 技術評論社 548.5  

良いコードを書く技術 読みやすく保守しやすいプログラミング作法  

縣 俊貴／著 技術評論社 548.5  

よーくわかる最新電子回路の基本としくみ  

回路の基礎からシミュレーションまで！ 石川 洋平／著 秀和システム 549.3  

プレス加工が一番わかる 加工の 3形態から金型、材料、プレス機械まで  

小渡 邦昭／著 技術評論社 566.5  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

人と食材と東北と つくると食べるをつなぐ物語 オレンジページ 602.12  

図解と事例でよくわかる都市型農家の生産緑地対応と相続対策  

奥田 周年／著 ビジネス教育出版社 611.2  

日本の農村 農村社会学に見る東西南北 細谷 昻／著 筑摩書房 611.9  

食卓を変えた植物学者 世界くだものハンティングの旅  

ダニエル・ストーン／著 築地書館 625  

すてきな花言葉と花の図鑑 川崎 景介／監修 西東社 627  
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◆◆◆６００ 産業・交通・通信（つづき）◆◆◆ 

カーネーションの文化誌 トゥイグス・ウェイ／著 原書房 627.5  

おうちネットショップ  

少ない資金で スキマ時間を使って子育てをしながら 在宅ワーク 

山本 祥輝／著 フローラル出版 673.3  

喫茶人かく語りき 言葉で旅する喫茶店 川口 葉子／著 実業之日本社 673.9  

酒と作家と銀座 老舗文壇バーのママが見てきた  

水口 素子／著 大和書房 673.9  

シェフたちのコロナ禍 道なき道をゆく三十四人の記録  

井川 直子／著 文藝春秋 673.9  

いちばんやさしい Googleマイビジネス+ローカル SEOの教本  

人気講師が教える「地図」で伝えるこれからの集客術  

伊藤 亜津佐／著 インプレス 674.6  

地形と歴史で読み解く鉄道と街道の深い関係 東京周辺  

内田 宗治／編著 実業之日本社 686.21  

鉄道ミュージアムガイド 池口 英司／著 天夢人 686.21  

旅行業界グラグラ日誌 梅村 達／著 朝日新聞出版 688.6  

iPhone は初期設定で使うな 2021年最新版  

上級者はみんなこう使いこなしている！ 日経 PC21／編 日経 BP 694  

戦乱中国の英雄たち 三国志、『キングダム』、宮廷美女の中国時代劇  

佐藤 信弥／著 中央公論新社 699.9  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

両義の表現 李 禹煥／著 みすず書房 704/ﾘ 

もっと知りたいイサム・ノグチ 生涯と作品 新見 隆／著 東京美術 712.8/ﾉ 

浮世絵動物園 江戸の動物大集合！ 太田記念美術館／監修 小学館 721.8  

ターシャ・テューダー人生の楽しみ方 食野 雅子／著 海竜社 726.5  

わたしの子 ヒルデ・ハーゲルップ／作 英治出版 726.5  

いつでも君のそばにいる 葉っぱ切り絵コレクション  

リト@葉っぱ切り絵／著 講談社 726.9  

折紙の文化史 祈り、願い、遊ぶ 小林 一夫／著 里文出版 754.9  

新世代究極のおりがみ  1枚の紙からつくられた奇跡の作品たち 

 山口 真／著 西東社 754.9  

すぐに弾けるピアノ入門 初心者も！学び直しも！  

伯耆田 ひろみ／監修 主婦の友社 763.2  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

関西フォークがやって来た！ 五つの赤い風船の時代  

なぎら 健壱／著 筑摩書房 767.8  

決定版日本の喜劇人 小林 信彦／著 新潮社 775.2  

職業としてのシネマ 高野 てるみ／著 集英社 778  

岸惠子自伝 卵を割らなければ、オムレツは食べられない  

岸 惠子／著 岩波書店 778.28/ｷ 

オリンピック反対する側の論理 東京・パリ・ロスをつなぐ世界の反対運動  

ジュールズ・ボイコフ／著 作品社 780.6  

世界一細かすぎる筋トレ図鑑 岡田 隆／著 小学館 780.7  

８人制サッカーの教科書 11人制につながる普遍的なサッカー指導術  

内藤 清志／著 カンゼン 783.4  

奇跡のバックホーム 横田 慎太郎／著 幻冬舎 783.7  

ウォーターウォーキング ３ 誰でも楽しめる超カンタン沢歩き 

 丹沢ネットワーク／編 白山書房 786.1  

地図アプリで始める山の地図読み 佐々木 亨／著 山と溪谷社 786.1  

日帰り山あるきベスト 130関東周辺 2021 JTBパブリッシング 786.1  

<首都圏発>週末自転車さんぽ はじめての自転車 LIFE超入門 昭文社 786.5  

芝野虎丸の実戦詰碁１５０題 囲碁 芝野 虎丸／監修 成美堂出版 795  

現代調の将棋の研究 羽生 善治／著 浅川書房 796  

 

８００ 語学                                                        

「自分らしさ」と日本語 中村 桃子／著 筑摩書房 801  

デジタルで変わる子どもたち 学習・言語能力の現在と未来  

バトラー後藤裕子／著 筑摩書房 807  

マンガでマスター！ステップアップ！日本語会話 

 Coto Japanese Academy／著 ナツメ社 810.7  

雨を、読む。 佐々木 まなび／著 芸術新聞社 814  

文章が苦手でも「受かる小論文」の書き方を教えてください。  

今道 琢也／著 朝日新聞出版 816.5  

３０秒でできる！ニッポンの歴史紹介 おもてなしの韓国語会話 

 IBCパブリッシング／編 IBCパブリッシング 829.1  

英語の数字ルールブック 数の読み方と使い方の基本がわかる 

 北浦 尚彦／著 クロスメディア・ランゲージ 835.2  

ニューエクスプレスプラス カタルーニャ語 田澤 耕／著 白水社 859.9  
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９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

英文学者坪内逍遙 亀井 俊介／著 松柏社 910.2/ﾂ 

感染症文学論序説 文豪たちはいかに書いたか  

石井 正己／著 河出書房新社 910.26  

文豪たちの住宅事情 住んだ家、住んだ土地から見えてくる 

文豪たちの人生と文学 田村 景子／編著 笠間書院 910.26  

究極の俳句 高柳 克弘／著 中央公論新社 911.3  

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

レッドネック 相場 英雄／著 角川春樹事務所 913.6/ｱｲﾊ 

太陽の門 赤神 諒／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 913.6/ｱｶｶ 

キネマの天使 メロドラマの日 赤川 次郎／著 講談社 913.6/ｱｶｶ 

ヒソップ亭 ２ 湯けむり食事処 秋川 滝美／著 講談社 913.6/ｱｷｶ 

神の悪手 芦沢 央／著 新潮社 913.6/ｱｼｻ 

華の譜 東福門院徳川和子 梓澤 要／著 新潮社 913.6/ｱｽｻ 

あるヤクザの生涯 安藤昇伝 石原 慎太郎／著 幻冬舎 913.6/ｲｼﾊ 

いつもの Barで、失恋の謎解きを 大石 大／著 双葉社 913.6/ｵｵｲ 

貴方のために綴る 18の物語 岡崎 琢磨／著 祥伝社 913.6/ｵｶｻ 

幻視者の曇り空 織守 きょうや／著 二見書房 913.6/ｵﾘｶ 

本好きの下剋上 ５部 ５ 司書になるためには手段を選んでいられません  

香月 美夜／著 TOブックス 913.6/ｶｽｷ 

終活の準備はお済みですか？ 桂 望実／著 KADOKAWA 913.6/ｶﾂﾗ 

なぜ秀吉は 門井 慶喜／著 毎日新聞出版 913.6/ｶﾄｲ 

火車の残花 浮雲心霊奇譚 神永 学／著 集英社 913.6/ｶﾐﾅ 

忘れられたその場所で、 倉数 茂／著 ポプラ社 913.6/ｸﾗｶ 

己丑の大火 佐伯 泰英／著 文藝春秋 913.6/ｻｴｷ 

星落ちて、なお 澤田 瞳子／著 文藝春秋 913.6/ｻﾜﾀ 

博覧男爵 志川 節子／著 祥伝社 913.6/ｼｶﾜ 

幕末紀 柴田 哲孝／著 角川春樹事務所 913.6/ｼﾊﾀ 

ファウンテンブルーの魔人たち 白石 一文／著 新潮社 913.6/ｼﾗｲ 

空の王 新野 剛志／著 中央公論新社 913.6/ｼﾝﾉ 

赤の呪縛 堂場 瞬一／著 文藝春秋 913.6/ﾄｳﾊ 

捜査一課 OB ぼくの愛したオクトパス  

富樫 倫太郎／著 中央公論新社 913.6/ﾄｶｼ 

カード師 中村 文則／著 朝日新聞出版 913.6/ﾅｶﾑ 

ヒポクラテスの悔恨 中山 七里／著 祥伝社 913.6/ﾅｶﾔ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

SL銀河よ飛べ！！ 西村 京太郎／著 講談社 913.6/ﾆｼﾑ 

風は山から吹いている Why climb mountains with me？  

額賀 澪／著 二見書房 913.6/ﾇｶｶ 

シャムのサムライ山田長政 幡 大介／著 実業之日本社 913.6/ﾊﾝ 

植物忌 星野 智幸／著 朝日新聞出版 913.6/ﾎｼﾉ 

ミステリーは非日常とともに！ 未須本 有生／著 南雲堂 913.6/ﾐｽﾓ 

吉宗の星 谷津 矢車／著 実業之日本社 913.6/ﾔﾂ 

いつかたどりつく空の下 八幡 橙／著 双葉社 913.6/ﾔﾊﾀ 

風よ僕らの前髪を 弥生 小夜子／著 東京創元社 913.6/ﾔﾖｲ 

月下のサクラ 柚月 裕子／著 徳間書店 913.6/ﾕｽｷ 

実話怪談幽霊百話 左右田 秋満／編 河出書房新社 913.6  

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

母 青木 さやか／著 中央公論新社 914.6/ｱｵｷ 

まとまらない言葉を生きる 荒井 裕樹／著 柏書房 914.6/ｱﾗｲ 

たぬきが見ていた 大貫 亜美／著 集英社 914.6/ｵｵﾇ 

「無言館」の庭から 続 窪島 誠一郎／著 かもがわ出版 914.6/ｸﾎｼ 

私がフェミニズムを知らなかった頃 小林 エリコ／著 晶文社 914.6/ｺﾊﾔ 

幕張少年マサイ族 椎名 誠／著 東京新聞 914.6/ｼｲﾅ 

愛に始まり、愛に終わる 瀬戸内寂聴 108の言葉  

瀬戸内 寂聴／著 宝島社 914.6/ｾﾄｳ 

ホレーショーの哲学 外山 滋比古／著 展望社 914.6/ﾄﾔﾏ 

生老病死 山折 哲雄／著 KADOKAWA 914.6/ﾔﾏｵ 

わたしが幸せになるまで 豊かな人生の見つけ方  

吉川 ひなの／著 幻冬舎 914.6/ﾖｼｶ 

世界の凋落を見つめて クロニクル 2011-2020  

四方田 犬彦／著 集英社 914.6/ﾖﾓﾀ 

伊藤整日記 ３ 伊藤 整／著 平凡社 915.6/ｲﾄｳ 

お父さん、まだだいじょうぶ？日記 加瀬 健太郎／著 リトルモア 915.6/ｶｾ 

全員悪人 村井 理子／著 CCCメディアハウス 916/ﾑﾗｲ 

冷たい豆満江を渡って 「帰国者」による「脱北」体験記  

梁 葉津子／著 ハート出版 916/ﾘﾖｳ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

宋詩選 小川 環樹／編訳 筑摩書房 921.5  
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◆◆◆９２０～９９９ 外国の文学（つづき）◆◆◆ 

台北プライベートアイ 紀 蔚然／著 文藝春秋 923/ｷ 

スティーヴン・キング論集成 アメリカの悪夢と超現実的光景 

 風間 賢二／著 青土社 930.2/ｷ 

少女と少年と海の物語 クリス・ヴィック／著 東京創元社 933/ｳ 

女たちのニューヨーク エリザベス・ギルバート／著 早川書房 933/ｷ 

キャクストン私設図書館 ジョン・コナリー／著 東京創元社 933/ｺ 

キルケ マデリン・ミラー／著 作品社 933/ﾐ 

Arc ベスト・オブ・ケン・リュウ ケン・リュウ／著 早川書房 933/ﾘ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

カピタンの銃 剣客大名柳生俊平 17 麻倉 一矢／著 二見書房 BN/ｱｻ 

航空自衛隊副官怜於奈 ２ 数多 久遠／著 角川春樹事務所 BN/ｱﾏ 

柘榴パズル 彩坂 美月／著 文藝春秋 BN/ｱﾔ 

旅立ちの虹 はたご雪月花 有馬 美季子／著 光文社 BN/ｱﾘ 

うつくしい子ども 石田 衣良／著 文藝春秋 BN/ｲｼ 

日雇い浪人生活録 11 上田 秀人／著 角川春樹事務所 BN/ｳｴ 

恐怖と哀愁の内田百間 内田 百間／著 双葉社 BN/ｳﾁ 

須美ちゃんは名探偵！？ 浅見光彦シリーズ番外  

内田康夫財団事務局／著 光文社 BN/ｳﾁ 

岡潔対談集 岡 潔／著 朝日新聞出版 BN/ｵｶ 

相弟子 若鷹武芸帖 8  岡本 さとる／著 光文社 BN/ｵｶ 

ぬれぎぬ 大江戸けったい長屋 4  沖田 正午／著 二見書房 BN/ｵｷ 

瓶のなかの旅 酒と煙草エッセイ傑作選 開高 健／著 河出書房新社 BN/ｶｲ 

うちの旦那が甘ちゃんで 10 神楽坂 淳／著 講談社 BN/ｶｸ 

だるまちゃんの思い出 遊びの四季 ふるさとの伝承遊戯考  

かこ さとし／著 文藝春秋 BN/ｶｺ 

陽炎の刃 若さま同心徳川竜之助 4 風野 真知雄／著 双葉社 BN/ｶｾ 

一閃なり 上・中・下 門田 泰明／著 徳間書店 BN/ｶﾄ 

創約とある魔術の禁書目録(インデックス) ４ 鎌池 和馬／著 KADOKAWA BN/ｶﾏ 

容疑者圏外 小杉 健治／著 祥伝社 BN/ｺｽ 

ひきこまり吸血姫の悶々 ５ 小林 湖底／著 SBクリエイティブ BN/ｺﾊ 

神楽坂つきみ茶屋 ２ 斎藤 千輪／著 講談社 BN/ｻｲ 

京都烏丸御池の名探偵 僕が謎を解く理由 才羽 楽／著 宝島社 BN/ｻｲ 

豚のレバーは加熱しろ ４回目 逆井 卓馬／著 KADOKAWA BN/ｻｶ 

目白鮫 はぐれ又兵衛例繰控 3 坂岡 真／著 双葉社 BN/ｻｶ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

新・浪人若さま新見左近 ７ 佐々木 裕一／著 双葉社 BN/ｻｻ 

行動心理捜査官・楯岡絵麻 vs ミステリー作家・佐藤青南  

佐藤 青南／著 宝島社 BN/ｻﾄ 

学園キノ ７ 時雨沢 恵一／著 KADOKAWA BN/ｼｸ 

親王殿下のパティシエール ４ 篠原 悠希／著 角川春樹事務所 BN/ｼﾉ 

京都くれなゐ荘奇譚 呪われよと恋は言う 白川 紺子／著 PHP研究所 BN/ｼﾗ 

夜鳴き蟬  父子十手捕物日記 7 鈴木 英治／著 光文社 BN/ｽｽ 

辰巳センセイの文学教室 上・下 瀬川 雅峰／著 宝島社 BN/ｾｶ 

出世商人 ３ 千野 隆司／著 文藝春秋 BN/ﾁﾉ 

しのぶ彼岸花 上絵師律の似面絵帖 7 知野 みさき／著 光文社 BN/ﾁﾉ 

ピットフォール 堂場 瞬一／著 講談社 BN/ﾄｳ 

追討 介錯人・父子斬日譚 5  鳥羽 亮／著 祥伝社 BN/ﾄﾊ 

剣豪商売 ２ 始末屋十兵衛 中岡 潤一郎／著 コスミック出版 BN/ﾅｶ 

SCIS科学犯罪捜査班 ４ 天才科学者・最上友紀子の挑戦  

中村 啓／著 光文社 BN/ﾅｶ 

SIS 丹沢湖駐在武田晴虎 鳴神 響一／著 角川春樹事務所 BN/ﾅﾙ 

ネメシス ４・５ 降田 天／著 講談社 BN/ﾈﾒ 

大阪で生まれた女 たこ焼きの岸本 3 蓮見 恭子／著 角川春樹事務所 BN/ﾊｽ 

江戸っ子出世侍 ３ 早瀬 詠一郎／著 コスミック出版 BN/ﾊﾔ 

椿平九郎留守居秘録 ２ 早見 俊／著 二見書房 BN/ﾊﾔ 

薬屋のひとりごと 11 日向 夏／著 主婦の友インフォス BN/ﾋﾕ 

隠れ蓑 新・秋山久蔵御用控 10 藤井 邦夫／著 文藝春秋 BN/ﾌｼ 

東京物語考 古井 由吉／著 講談社 BN/ﾌﾙ 

怪死 警視庁武装捜査班 3 南 英男／著 祥伝社 BN/ﾐﾅ 

昨日がなければ明日もない 宮部 みゆき／著 文藝春秋 BN/ﾐﾔ 

外道忍法帖 山田 風太郎／著 河出書房新社 BN/ﾔﾏ 

ロゼッタ・ストーン 黒崎警視の Mファイル 六道 慧／著 朝日新聞出版 BN/ﾘｸ 

狼の牙 八丁堀つむじ風 12 和久田 正明／著 光文社 BN/ﾜｸ 

紺碧の死闘 傭兵代理店・改 5 渡辺 裕之／著 祥伝社 BN/ﾜﾀ 

呪い禍 古道具屋皆塵堂 8 輪渡 颯介／著 講談社 BN/ﾜﾀ 

亡国の戦闘艦<マローダー>を撃破せよ！ 上・下  

クライブ・カッスラー／著 扶桑社 B/ｶﾂ 

ほんものの魔法使 ポール・ギャリコ／著 東京創元社 B/ｷﾔ 

シェイクスピア全集 33 シェイクスピア／著 筑摩書房 B/ｼｴ 

夜の獣、夢の少年 上 ヤンシィー・チュウ／著 東京創元社 B/ﾁﾕ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

誘拐 P分署捜査班 2 マウリツィオ・デ・ジョバンニ／著 東京創元社 B/ﾃｼ 

戦争と平和 ５ トルストイ／著 光文社 B/ﾄﾙ 

帰らざる故郷 ジョン・ハート／著 早川書房 B/ﾊﾄ 

三時間の導線 上・下 アンデシュ・ルースルンド／著 早川書房 B/ﾙｽ 

テレポート・プロジェクト 宇宙英雄ローダン・シリーズ 641  

アルント・エルマー／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

星々の息子たちの島 宇宙英雄ローダン・シリーズ 640  

H.G.フランシス／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

 

Ｔ 暮らし                                                

今日がちょっと特別な日になるヘアアレンジのルール  

渡邊 義明／著 ナツメ社 T0  

パリのおうち時間  

変わらないこと、変わったこと。私が大切にしていること。 

 中村 江里子／著 扶桑社 T0  

着物リメイク 着物地からすてきな服 日本ヴォーグ社 T11 

家庭科３だった私が 365日、手作り服で暮らしています。  

津田 蘭子／著 ワニブックス T11  

子どものおしゃれなアッパッパ 1日でぬえる！簡単楽ちんワンピース  

Quoi？Quoi？／著 主婦の友社 T11 

ステッチイデー vol.33 日本ヴォーグ社 T15  

カワイイ！かぎ針編み刺しゅう糸で編むちいさなキューピー人形のコスチュー

ム BOOK アップルミンツ T16  

籐で作るかごバッグ、かご雑貨 はじめてでもできる基本の編み方と飾り編み  

堀川 波／著 誠文堂新光社 T19 

羊毛フェルトで作る思いやりせっけん 寺西 恵里子／著 日東書院本社 T19  

ロープノットのインテリア  

ロープでサクサク作れる海を感じるホームアクセサリー  

メルヘンアートスタジオ／著 小学館 T19  

愛犬との幸せなさいごのために  

必ずくるお別れのときに後悔しない知識と心構え  

俵森 朋子／著 河出書房新社 T3 

中・小型水槽で楽しむアクアリウム  

初めてでも手軽にできる 30cm45cm水槽からスタート！  

千田 義洋／著 日本文芸社 T3  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

おいしくたっぷり野菜を食べる１２の方法 石原 洋子／著 学研プラス T41  

１０年かかって地味ごはん。 料理ができなかったからこそ伝えられるコツがある 

和田 明日香／著 主婦の友社 T41  

アーモンドだから、おいしい しっとり、カリッと、サクッと。  

下園 昌江／著 文化学園文化出版局 T46  

絵本のお菓子 太田 さちか／著 マイルスタッフ T46  

世界一やさしいバラづくり 育てやすい品種を選ぶだけ  

村上 敏／著 日本文芸社 T6 

パルダリウムハンドブック  

大自然の景色を手本に作る、ガラスケースのジャングル  

長谷 圭祐／著 双葉社 T6  

マンガでわかる楽しい草取り 西尾 剛／著 誠文堂新光社 T6  

子どもと食べたいレンチン作りおき １歳半－５歳  

中村 美穂／著 世界文化ブックス T8  

子どもの長所を伸ばす５つの習慣 石田 勝紀／著 集英社 T9  

パパの家庭進出がニッポンを変えるのだ！  

ママの社会進出と家族の幸せのために 前田 晃平／著 光文社 T9  

 

Ｓ 日野市や地域・行政に関する資料                                                

NHK「風雲！大歴史実験」日本史ミステリーの科学  

一ノ谷の戦い「逆落とし」から、新選組「池田屋事件」まで！  

NHK「風雲！大歴史実験」制作班／編 宝島社 SB5.6  

必携自治体職員ハンドブック 公職研編集部／編 公職研 SF5  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

世界の人権問題史事典 トピックス 1776-2020  

日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ R316.1  

海外進出企業総覧 2021会社別編 東洋経済新報社 R335.4  

民俗風俗図版レファレンス事典 民家・町並み・集落篇  

日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ R382.1  

海上保安レポート 2021 海上保安庁／編集 日経印刷  
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館名 日付 時間 対象 

中央図書館 7 月 14 日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

7 月 29 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

高幡図書館 7 月 7 日(水) 

  

15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

日野図書館 7 月 2１日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

多摩平図書館 7 月 8 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

7 月 28 日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

百草図書館 7 月 2１日(水) 15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

平山図書館 7 月１5 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

 

 “絵本パック”とは、忙しくて本を選ぶ時間がない！どんな本を選んだらよ

いかわからない！などでお悩みの保護者の方が、バックでさっと借りていただ

けるセットです。 

たべもの・のりもの・どうぶつなどのテーマ別に３冊セットになっていますの

で、お好きなものをお選びください。 何が入っているかはお楽しみ。 １枚のカ

ードで 1 パック借りられます。 

現在中央・高幡・日野・平山・百草図書館でお借りいただけます。 

ぜひご利用ください！ 

※ 絵本パックは専用のバックに入っています。 バックに入れたまま貸出・返却

をしますので、そのまま図書館の窓口にお持ちください。 

（返却はブックポストでも返せます。） 

 

ご存知ですか？“絵本パック” 
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おはなし会の予定は、図書館 HP の「子どもと本 »おはなし会」でもご確認いただけます。 

URL：https://www.lib.city.hino.lg.jp/forkids/ohanasikai/index.html 
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読書パスポートってなあに？ 

「読書パスポート」はお子さんが自分の読ん

だ本を記録するものです。また、記録して図

書館にお持ちいただくと、シールをお渡しし

ています。20 冊で大きなゴールのシールと

手作りの記念品をお渡ししています。 

 

 この度新しくちょっとした感想なども書き

込める「BOOK JOURNEY PASSPORT」 

をつくりました。記念品も少しだけ大人っぽ

くブックカバーです。 

読書の思い出にお役に立てたら嬉しいです。 

 

夏休みにたくさんの本に出会えるよう、図書

館のご利用をお待ちしております。 

 

。 
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『化石の文化史 神話、装身具、護符、そして薬まで』 

ケン・マクナマラ／著 原書房 2021.1 
 

化石はどれも面白い形をしています。特に古代の生き物の化石は見慣れない姿をし

ていて、説明がなければ生き物であったことすらわからないものもあります。 

さて、この本では、化石の正体をまだ知らなかった時代の人々が、それでもなぜか

魅力を感じ、意味を見出してきた、その足跡を追っています。なかでも度々登場する

のはウニの化石。ウニと言われて真っ先に思い浮かべるのは黒いトゲトゲですが、ウ

ニにも多くの種類があるそうで、丸くこぶのついた形や、「ジャスミンの花」と言われ

る繊細な模様など、奇妙で美しい姿はたしかにただの石とは思えません。そしてこの

ウニの化石は、雷とともに天から遣わされ、雷とともに落ちてくる「雷石」と呼ばれ

たり、副葬品として埋められたりと、様々に信じられてきました。 

ときに著者の空想を織り交ぜながら語られる各地の伝承は生き生きとしていて、当

時の人々の追体験をしているようでもあります。原タイトルは「DRAGONS’ 

TEETH and THUNDERSTONES」、「ドラゴンの歯と雷石」です。 （A） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館員の本箱 
 

---------------- お問い合わせは、お近くの図書館へ ---------------- 

中央図書館  586-0584   豊田 2-49-2 

（障害者サービス 581-7612）   

高幡図書館  591-7322   三沢 4-1-12 

日野図書館  584-0467   日野本町 7-5-14   

多摩平図書館 583-2561    多摩平 2-9 

平山図書館  591-7772   平山 5-18-2 

百草図書館  594-4646   百草 204-1ガーデンビュー石神Ｄ ２階 

市政図書室  514-8840    神明 1-12-1日野市役所 １階 

移動図書館  586-0584   豊田 2-49-2（中央図書館内） 
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曜日 時間 駐車場 住所 7 月 8 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：00～11：00 石田環境プラザ 石田 1-13-4 15 日 5 日 

 

19 日 

 

14：20～14：40 南平丘陵公園 南平 8-8-3 
1 日 

15 日 15：00～15：50 ｼﾃｨﾊｲﾂ日野旭が丘 旭が丘 4-7-5 

第 1 

・ 

第 3  

 

金 

10：10～10：40 水車公園 万願寺 2-28 

2 日 

 

16 日  

6 日 

 

20 日 

11：00～11：25 新坂下公園 新町 3-18-7 

11：35～12：00 大坂西公園（注※） 大坂上 1-14-4 

14：00～14：25 栄町二丁目アパート 栄町 2-25 

14：40～15：15 緑ヶ丘公園 日野台 2-33-1 

15：25～15：55 七ツ塚公園 新町 5-20-1 

第 2第 4

水 
10：00～12：00 旭が丘地区センター 旭が丘 5-1-1 

（旭が丘中央公園内） 

14 日 

28 日 

11 日

25 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：10～10：40 新井わかたけ公園 石田 270 

8 日  

12 日 

 

26 日  

11：00～11：20 万願寺渡西公園 日野 7764 

11：30～12：00 万願寺中央公園 万願寺4-20-12 

14：00～14：30 ちょうまんぴら公園 百草 971-127 

14：40～15：20 百草団地アポロ広場 百草 999 

15：40～16：10 ほほえみ公園 南平 2-31-6 

 

第 2 

・ 

第 4  

 

金 

10：30～11：00 市営向川原団地 南平 5-30-1 

9 日  

13 日 

 

27 日  

11：10～11：30 松風公園 南平 6-17-11 

11：40～12：00 貉谷戸公園 南平 9-16-10 

14：30～14：55 さいかちぜき公園 西平山 2-9-9 

15：15～15：45 西平山第１公園  西平山 5-28-1 

移動図書館ひまわり号 7月・8月巡回日程 

☂ 天候が悪い時は、巡回が中止になる場合があります。 

☆ご希望の本をリクエストカードに記入してください。次回以降の巡回日にお持ちします。  

 注※「大坂西公園」の工事は９月からになりました。７・８月は通常通り巡回します。 


