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２０２1年 ６月 №262 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

６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） 
7日・14日・21日・28日 

市政図書室（日曜日・祝日） 6日・13日・20日・27日 

 

今月のひろば 

P.2 都立図書館の電子書籍が館内で 

ご覧になれます！！ 

P.3  電子資料のアクセスが簡単に！ 

P.4 図書館に入った新しい本 

P.18 えほんのリストをつくりました！ 

P.20 おはなし会のお知らせ 

P.22 図書館員の本箱 

P.22 お問い合わせは、お近くの図書館へ 

P.23 移動図書館ひまわり号 

7月より巡回場所が増えます！！！ 

P.23  7月から休止する駐車場（1か所） 

P.24 移動図書館ひまわり号巡回日程 
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都立図書館の電子書籍が館内でご覧になれます！！ 

 

都立図書館が契約している電子書籍閲覧サイト 

「東京都立図書館 TRC-DL」を 

日野市の図書館内でも閲覧できるようになりました。 

 

★利用期間 

 令和 3年 3月 30日からサービス終了まで 

※都立図書館が都内公立図書館での閲覧を終了した場合は、 

サービス終了となります。 

 

★利用方法 

 ・市内各図書館カウンターにてお申込みください。 

（中央図書館は 2階カウンターでお申し込みください） 

 ・館内の指定されたパソコンでのみ閲覧できます。 

 ・閲覧時間は 30分です。 

 ・ご自宅のパソコンでの閲覧はできません。 

 

★閲覧可能なコンテンツ 

 小説（文庫）、旅行ガイド、資格試験テキスト、問題集、辞典類等 

約７，３００点 

 

注意 印刷はできません 
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電子資料のアクセスが簡単に！ 
国立国会図書館や都立図書館などの電子資料のアクセスをトップ画

面から、わかりやすく、簡単にアクセス出来るようになりました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館ホームページトップ画面 

国立国会図書館デジタルコレクションなど、１０のデジタルコンテンツをまとめ

ています。ぜひ、ご利用ください。 
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 図書館に入った 新 し い 本 
3月 26日から 4月 22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                                       

昭和史の本棚 保阪 正康／著 幻戯書房 019  

さよなら朝日 石川 智也／著 柏書房 070.21  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

夢と虹の存在論 身体・時間・現実を生きる 松田 毅／著 講談社 111  

日本回帰と文化人 昭和戦前期の理想と悲劇 長山 靖生／著 筑摩書房 121.9  

ヨーロッパ思想史 理性と信仰のダイナミズム 金子 晴勇／著 筑摩書房 130  

悩む力 天才にすら勝てる考え方「クリティカル・シンキング」 

 メンタリスト DaiGo／著 きずな出版 141.5  

勉強する気はなぜ起こらないのか 外山 美樹／著 筑摩書房 141.7  

極(エッセンシャル)アウトプット 「伝える力」で人生が決まる  

樺沢 紫苑／著 小学館 159  

稼ぎ続ける力 「定年消滅」時代の新しい仕事論 大前 研一／著 小学館 159  

御朱印でめぐる中央線沿線の寺社 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                                                

教会と千歳飴 日本文化、知恵の創造力 上野 誠／著 小学館 210.4/ｳ 

摂関家の中世 藤原道長から豊臣秀吉まで  

樋口 健太郎／著 吉川弘文館 213.7  

戦乱と政変の室町時代 渡邊 大門／編 柏書房 214.6  

ビビる大木の幕末ひとり旅 ビビる大木／著 敬文舎 215.8  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

歴史認識日韓の溝 分かり合えないのはなぜか  

渡辺 延志／著 筑摩書房 216  

沖縄戦の戦争遺品 豊里 友行／著 新日本出版社 217.5  

氏名の誕生 江戸時代の名前はなぜ消えたのか  

尾脇 秀和／著 筑摩書房 288.1  

眞子内親王の危険な選択 皇統を揺るがす一大事  

安積 明子／著 ビジネス社 288.4  

高尾山ハイキング案内 高尾山・小仏城山・景信山・陣馬山・ 

八王子城山・南高尾山稜を歩く 山と溪谷社 291.36  

東京パンデミック 写真がとらえた都市盛衰  

山岸 剛／著 早稲田大学出版部 291.36  

魔女街道の旅 西村 佑子／著 山と溪谷社 293.4  

北極探検隊の謎を追って  

人類で初めて気球で北極点を目指した探検隊はなぜ生還できなかったのか  

ベア・ウースマ／著 青土社 297.8  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

日本人が知らない世界標準の働き方  

谷本 真由美／著 PHPエディターズ・グループ 304/ﾀ 

よくわかる政治思想 野口 雅弘／編著 ミネルヴァ書房 311  

ナショナリズムの美徳 ヨラム・ハゾニー／著 東洋経済新報社 311.3  

ニッポン 未完の民主主義 世界が驚く、日本の知られざる無意識と弱点  

池上 彰／著 中央公論新社 312.1  

ストップ！！国政の私物化 森友・加計、桜、学術会議の疑惑を究明する  

上脇 博之／著 あけび書房 312.1  

習近平 父を破滅させた？小平への復讐  

裏切りと陰謀の中国共産党建党 100年秘史 遠藤 誉／著 ビジネス社 312.22  

石橋湛山の 65日 保阪 正康／著 東洋経済新報社 312.8/ｲ 

実力も運のうち 能力主義は正義か？ マイケル・サンデル／著 早川書房 316.3  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

金時鐘は「在日」をどう語ったか 玄 善允／著 同時代社 316.81  

司法はこれでいいのか。 裁判官任官拒否・修習生罷免から 50年 

 23期・弁護士ネットワーク／著 現代書館 327  

“スカノミクス”に蝕まれる日本経済 浜 矩子／著 青春出版社 332.1  

競争政策の経済学 人口減少・デジタル化・産業政策  

大橋 弘／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 335.5  

巨大企業の呪い ビッグテックは世界をどう支配してきたか 

 ティム・ウー／著 朝日新聞出版 335.5  

DXの思考法 日本経済復活への最強戦略 西山 圭太／著 文藝春秋 336.1  

伝わるデザインの基本 よい資料を作るためのレイアウトのルール  

高橋 佑磨／著 技術評論社 336.5  

決算書から「経営の打ち手」がわかる本  

会社が「利益体質」に変わる数字の読み方・使い方  

宮崎 栄一／著 日本実業出版社 336.8  

億万長者だけが知っている教養としての数学  

世界一役に立つ数学的思考力の磨き方  

ヒュー・バーカー／著 ダイヤモンド社 338  

相手の身になる練習 鎌田 實／著 小学館 361.4  

みんなに好かれなくていい 和田 秀樹／著 小学館 361.4  

貧困・介護・育児の政治 ベーシックアセットの福祉国家へ 

 宮本 太郎／著 朝日新聞出版 364  

東京を捨てる コロナ移住のリアル 澤田 晃宏／著 中央公論新社 365  

フェミニストってわけじゃないけど、どこか感じる違和感について 

 言葉にならないモヤモヤを 1つ 1つ「全部」整理してみた  

パク ウンジ／著 ダイヤモンド社 367.2  

親の期待に応えなくていい 鴻上 尚史／著 小学館 367.3  

北欧式パートナーシップのすすめ 愛すること愛されること 

 ビョルク・マテアスダッテル／著 原書房 367.3  

介護しているあなたが一瞬で楽になる声かけ  

介護現場での感染症対策も充実！ 大石 幸枝／著 自由国民社 367.9  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

しゃべらなくても楽しい！１，２分でできるやさしい特養体操５０ 

 斎藤 道雄／著 黎明書房 367.9  

ゆる終活のための親にかけたい 55の言葉  

奥山 晶子／著 オークラ出版 367.9  

利用者の“動き出し”を引き出すコミュニケーション  

「動き出しは本人から」を実践する 102の言葉  

大堀 具視／著 中央法規出版 367.9  

老後の年表 人生後半 50年でいつ、何が起きるの…？ 

で、私はどうすればいいの？？ 横手 彰太／著 かんき出版 367.9  

コロナ禍、貧困の記録 2020年、この国の底が抜けた  

雨宮 処凛／著 かもがわ出版 368.2  

さあ、生活保護を受けましょう！ 困ったら迷わず活用  

外場 あたる／著 唯学書房 369.2  

「奨学金」上手な借り方新常識 緊急対応版  

竹下 さくら／著 青春出版社 373.4  

問う方法・考える方法 「探究型の学習」のために  

河野 哲也／著 筑摩書房 375.1  

中学校社会科地図 令和３年度 帝国書院編集部／編 帝国書院 375.9  

国際学部 中高生のための学部選びガイド 三井 綾子／著 ぺりかん社 376.8  

児童養護施設から考える子どもの性と生 性教育実践報告 

 林 知然／編著 かもがわ出版 379.8  

乳幼児期の性教育ハンドブック 浅井 春夫／編著 かもがわ出版 379.8  

チベットの昔話 アルバート・L.シェルトン／訳著 青土社 388.22  

人類学者は異文化をどう体験したか 16のフィールドから 

 桑山 敬己／編著 ミネルヴァ書房 389  

The HOPE of HENOKO 辺野古・美ら海からのメッセージ  

中山 吉人／著 みらいパブリッシング 395  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

「役に立たない」研究の未来 初田 哲男／著 柏書房 407  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

計算する生命 森田 真生／著 新潮社 410.4/ﾓ 

世界一やさしいブラックホールの話 ノーベル賞受賞の博士が明かした！  

大須賀 健／監修 宝島社 443.5  

日本のアンモナイト 本でみるアンモナイト博物館  

大八木 和久／著 築地書館 457.8  

カラー図解アメリカ版新・大学生物学の教科書 ３  

D.サダヴァ／ほか著 講談社 460  

遺伝子のスイッチ 何気ないその行動があなたの遺伝子の働きを変える  

生田 哲／著 東洋経済新報社 467.2  

校庭の雑草 岩瀬 徹／共著 全国農村教育協会 470.3  

そもそも植物とは何か フロランス・ビュルガ／著 河出書房新社 471  

誰かに話したくなる摩訶不思議な生きものたち  

岡部 聡／著 文藝春秋 480.4/ｵ 

ダイオウイカ vs.マッコウクジラ 図説・深海の怪物たち  

北村 雄一／著 筑摩書房 481.7 

アント・ワールド アリの世界  

エドワード・O.ウィルソン／著 ニュートンプレス 486.7  

旅するカラス屋 松原 始／著 角川春樹事務所 488.9  

にっぽんのカワセミ 矢野 亮／監修 カンゼン 488.9  

京都大学病院糖尿病・栄養科が薦めるくり返し作りたい糖尿病のおいしい献

立 組み合わせ自在レシピ 稲垣 暢也／監修 西東社 493.12  

最強にわかる！！精神の病気 ニュートンプレス 493.7  

誰がために医師はいる クスリとヒトの現代論  

松本 俊彦／著 みすず書房 493.74  

新型コロナワクチン打つ前に知っておきたいこと  

宮坂 昌之／監修 宝島社 493.8  

最新カタカナ栄養素事典  

よく耳にするあの栄養素から、知っておくべき栄養素まで  

藤井 義晴／著 主婦の友社 498.55  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

ゼロから知りたい！糖質の教科書 イラスト＆図解  

前川 智／著 西東社 498.55  

コロナ自粛の大罪 鳥集 徹／著 宝島社 498.6  

新型コロナとワクチンのひみつ こわいほどよくわかる  

近藤 誠／著 ビジネス社 498.6  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

弁理士になるには 藤井 久子／著 ぺりかん社 507.2  

アリエナイ工作事典 薬理凶室／文・監修 三才ブックス 507.9  

新幹線１００系物語 福原 俊一／著 筑摩書房 516.7  

ノートルダム フランスの魂 アニエス・ポワリエ／著 白水社 523.35  

仮想空間と VR 往来／著 エムディエヌコーポレーション 548  

人工知能の可能性 機械は人間と同じ思考力を持てるのか 

  ブライアン・キャントウェル・スミス／著 ニュートンプレス 548.3  

Twitter完全マニュアル ビジネスにも役立つ！  

八木 重和／著 秀和システム 548.3  

LINE完全マニュアル 公式アカウント対応 

 桑名 由美／著 秀和システム 548.3  

AI・兵器・戦争の未来 ルイス・A.デルモンテ／著 東洋経済新報社 559  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

今さら聞けない農業・農村用語事典 農文協／編 農山漁村文化協会 610.3  

現代花菖蒲図鑑 古花から最新花まで 清水 弘／著 淡交社 627.5  

屠畜のお仕事 栃木 裕／著 解放出版社 648.2  

性風俗サバイバル 夜の世界の緊急事態 坂爪 真吾／著 筑摩書房 673.9  

増える！りんり式米国株投資術 人気ブロガーが実践する最強の資産運用！  

りんり／監修 宝島社 676.3  

６０分でわかる！MaaSモビリティ革命 楠田 悦子／著 技術評論社 681  

走れ、トロッコ！輝け！錆レール 小さな車両が切り拓く大きな未来  

笹田 昌宏／著 イカロス出版 686.21  
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◆◆◆６００ 産業・交通・通信（つづき）◆◆◆ 

利用者“0”人駅 日本全国の乗降客数僅少駅を巡る！！  

西崎 さいき／執筆 イカロス出版 686.5  

コロナ後のエアライン 鳥海 高太朗／著 宝島社 687.3  

東映ヒーローMAX VOLUME63(2021SPRING) 辰巳出版 699.9  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

画家たちのパートナー その愛と葛藤 千足 伸行／著 論創社 723.8  

描きたい！！を信じる 少年ジャンプがどうしても伝えたいマンガの描き方  

週刊少年ジャンプ編集部／作 集英社 726.1  

「鬼滅の刃」で心理分析できる本 清田 予紀／著 三笠書房 726.1  

オオカミ県 多和田 葉子／文 論創社 726.5  

ママン 世界中の母のきもち  

カンタン・グレバン／絵 パイインターナショナル 726.5  

バッハ 久保田 慶一／著 音楽之友社 762.8/ﾊ 

私のモーツァルト 吉田 秀和／著 河出書房新社 762.8/ﾓ 

バイエルの刊行台帳 世界的ベストセラーピアノ教則本が語る音楽史のリアル 

小野 亮祐／著 音楽之友社 763.2  

孤独のアンサンブル コロナ禍に「音楽の力」を信じる  

村松 秀／著 中央公論新社 764.3  

歌の本 歌の好きな人と歌が苦手なあなたに  

國土 潤一／著 音楽之友社 767.1  

読んで楽しい舞台＆芸能用語解説集 パリオプロモーション／編  

ジャパンインターナショナル総合研究所 770.3  

ケイティ・ミッチェルの演出術 舞台俳優と仕事するための 14段階式クラフト  

ケイティ・ミッチェル／著 白水社 771.6 

もう一度楽しむ能 友枝 真也／著 淡交社 773  

映画のメリーゴーラウンド 川本 三郎／著 文藝春秋 778.2  

あなたの名はマリア・シュナイダー 「悲劇の女優」の素顔  

ヴァネッサ・シュナイダー／著 早川書房 778.28/ｼ 
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

スポーツ観戦を楽しむ本 図解でわかりやすい！  

成美堂出版編集部／編 成美堂出版 780  

スポーツする人の栄養・食事学 樋口 満／著 集英社 780.1  

おそとで楽しむ遊びのワンダーランド ベスト 42  

木村 研／著 いかだ社 781.9  

関東周辺週末の山登りベストコース１６０ 石丸 哲也／著 山と溪谷社 786.1  

北海道の山 伊藤 健次／著 山と溪谷社 786.1  

気になる隣のソロキャンプ 東京書店 786.3  

首都圏から行くオートキャンプ場ガイド 2021 実業之日本社 786.3  

MotoGP最速ライダーの肖像 西村 章／著 集英社 788.6  

読む将棋 2021 文春将棋 文藝春秋 796  

阿川佐和子のこの棋士に会いたい 将棋の天才たちの本音に迫る抱腹絶倒 11 の

トーク。 阿川 佐和子／著 文藝春秋 796 

 

８００ 語学                                                        

中国語は楽しい 華語から世界を眺める 新井 一二三／著 筑摩書房 820.4/ｱ 

死者の書 白川 静／著 平凡社 821.2  

もっと知りたい台湾華語 台湾の標準語 張 佩茹／著 白水社 828.5  

韓国語の語源図鑑 一度見たら忘れない！  

阪堂 千津子／著 かんき出版 829.1  

ことばは国家を超える 日本語、ウラル・アルタイ語、ツラン主義 

 田中 克彦／著 筑摩書房 829.5  

英語の歴史から考える英文法の「なぜ」 ２ 朝尾 幸次郎／著 大修館書店 835  

羽ばたくロシア語 旅歩きで初級からステップアップ！  

土岐 康子／著 白水社 880  

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

ショートショートでひらめく文章教室 田丸 雅智／著 河出書房新社 901.3  

創作講座 料理を作るように小説を書こう 山本 弘／著 東京創元社 901.3  

児童文学の中の家 深井 せつ子／著 エクスナレッジ 909  

最後の文人石川淳の世界 田中 優子／著 集英社 910.2/ｲ 
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◆◆◆９００～９１９ 文学一般、日本の文学（つづき）◆◆◆ 

作家という生き方 評伝高橋克彦 道又 力／著 現代書館 910.2/ﾀ 

宮澤賢治浅草オペラ・ジャズ・レヴューの時代  

菊池 清麿／著 論創社 910.2/ﾐ 

流転の海読本 堀井 憲一郎／著 新潮社 910.2/ﾐ 

フルーツポンチ村上健志の俳句修行 村上 健志／著 春陽堂書店 911.3  

古木巡礼 倉本 聰／著 文藝春秋 911.5/ｸ 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

掌を空に 青木 ゆうか／著 エネルギーフォーラム 913.6/ｱｵｷ 

冬華 大倉 崇裕／著 祥伝社 913.6/ｵｵｸ 

悪魔には悪魔を 大沢 在昌／著 毎日新聞出版 913.6/ｵｵｻ 

MR Medical Representative 久坂部 羊／著 幻冬舎 913.6/ｸｻｶ 

曲亭の家 西條 奈加／著 角川春樹事務所 913.6/ｻｲｼ 

初詣で 佐伯 泰英／著 文藝春秋 913.6/ｻｴｷ 

田舎のポルシェ 篠田 節子／著 文藝春秋 913.6/ｼﾉﾀ 

ぐるり 高橋 久美子／著 筑摩書房 913.6/ﾀｶﾊ 

沈黙の終わり 上・下 堂場 瞬一／著 角川春樹事務所 913.6/ﾄｳﾊ 

石北本線殺人の記憶 西村 京太郎／著 文藝春秋 913.6/ﾆｼﾑ 

蝶として死す 平家物語推理抄 羽生 飛鳥／著 東京創元社 913.6/ﾊﾆﾕ 

白鳥とコウモリ 東野 圭吾／著 幻冬舎 913.6/ﾋｶｼ 

僕たちの正義 平沼 正樹／著 産業編集センター 913.6/ﾋﾗﾇ 

転生したらスライムだった件 １８ 伏瀬／著 マイクロマガジン社 913.6/ﾌｾ 

セゾン・サンカンシオン 前川 ほまれ／著 ポプラ社 913.6/ﾏｴｶ 

ジュリーの世界 増山 実／著 ポプラ社 913.6/ﾏｽﾔ 

泡 松家 仁之／著 集英社 913.6/ﾏﾂｲ 

春を待つ 松下 隆一／著 PHP研究所 913.6/ﾏﾂｼ 

白鯨 夢枕 獏／著 KADOKAWA 913.6/ﾕﾒﾏ 

ほねがらみ 芦花公園／著 幻冬舎 913.6/ﾛｶ 
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９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

東京藝大ものがたり あららぎ 菜名／著 飛鳥新社 914.6/ｱﾗﾗ 

私たちは人生に翻弄されるただの葉っぱなんかではない  

銀色 夏生／著 幻冬舎 914.6/ｷﾝｲ 

三人三昧 無礼講で気ままなおしゃべり  

清水 ミチコ／著 中央公論新社 914.6/ｼﾐｽ 

自分をまるごと愛する 7つのルール 下重 暁子／著 小学館 914.6/ｼﾓｼ 

３人で親になってみた ママとパパ、ときどきゴンちゃん  

杉山 文野／著 毎日新聞出版 914.6/ｽｷﾔ 

その落とし物は誰かの形見かもしれない せきしろ／著 集英社 914.6/ｾｷｼ 

愛は魂の奇蹟的行為である なかにし 礼／著 毎日新聞出版 914.6/ﾅｶﾆ 

ねこしき 哀しくてもおなかは空くし、明日はちゃんとやってくる。  

猫沢 エミ／著 TAC株式会社出版事業部 914.6/ﾈｺｻ 

コロナ時代のパンセ 戦争法からパンデミックまで７年間の思考 

 辺見 庸／著 毎日新聞出版 914.6/ﾍﾝﾐ 

三谷幸喜のありふれた生活 １６ 三谷 幸喜／著 朝日新聞出版 914.6/ﾐﾀﾆ 

小福ときどき災難 群 ようこ／著 集英社 914.6/ﾑﾚ 

養老先生、病院へ行く 養老 孟司／著 エクスナレッジ 914.6/ﾖｳﾛ 

伊藤整日記 ２ 伊藤 整／著 平凡社 915.6/ｲﾄｳ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

曹操 ５ 卑劣なる聖人 王 暁磊／著 曹操社 923/ｵ 

複眼人 呉 明益／著 KADOKAWA 923/ｺ 

四月のミ、七月のソ キム ヨンス／著 駿河台出版社 929.1/ｷ 

深まりゆくアメリカ文学 源流と展開 竹内 理矢／編著 ミネルヴァ書房 930.2  

用心棒 続 デイヴィッド・ゴードン／著 早川書房 933/ｺ 

夢遊病者と消えた霊能者の奇妙な事件 上・下 探偵ジェス 

パーソン＆レーン リサ・タトル／著 新紀元社 933/ﾀ 

過ぎにし夏、マーズ・ヒルで エリザベス・ハンド傑作選  

エリザベス・ハンド／著 東京創元社 933/ﾊ 

断絶 リン・マー／著 白水社 933/ﾏ 
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◆◆◆９２０～９９９ 外国の文学（つづき）◆◆◆ 

<羽根ペン>倶楽部の奇妙な事件  

アメリア・レイノルズ・ロング／著 論創社 933/ﾛ 

ドイツ文学の道しるべ ニーベルンゲンから多和田葉子まで 

 畠山 寛／編著 ミネルヴァ書房 940.2  

アウシュヴィッツで君を想う エディ・デ・ウィンド／著 早川書房 949.3/ｳ 

花の子ども オイズル・アーヴァ・オウラヴスドッティル／著 

 早川書房 949.4/ｵ 

フランス文学の楽しみかた ウェルギリウスからル・クレジオまで  

永井 敦子／編著 ミネルヴァ書房 950.2  

30年目の待ち合わせ エリエット・アベカシス／著 早川書房 953/ｱ 

狂女たちの舞踏会 ヴィクトリア・マス／著 早川書房 953/ﾏ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

咎人の刻印 ３ 蒼月 海里／著 小学館 BN/ｱｵ 

京都御朱印巡り殺人事件 刑事仙道見取り捜査  

赤木 京太郎／著 小学館 BN/ｱｶ 

天国までの百マイル 浅田 次郎／著 朝日新聞出版 BN/ｱｻ 

武士の流儀 ５ 稲葉 稔／著 文藝春秋 BN/ｲﾅ 

新妹魔王の契約者(テスタメント) １３ 上栖 綴人／著 KADOKAWA BN/ｳｴ 

雪見酒 居酒屋お夏 春夏秋冬 2 岡本 さとる／著 幻冬舎 BN/ｵｶ 

泣きかたをわすれていた 落合 恵子／著 河出書房新社 BN/ｵﾁ 

新・里見八犬伝 上・下 鎌田 敏夫／著 角川春樹事務所 BN/ｶﾏ 

お助け椀 人情料理わん屋 5 倉阪 鬼一郎／著 実業之日本社 BN/ｸﾗ 

静かに眠るドリアードの森で 緑の声が聴こえる少女  

冴内 城人／著 宝島社 BN/ｻｴ 

さらさら鰹茶漬け 居酒屋ぜんや 10 坂井 希久子／著 角川春樹事務所 BN/ｻｶ 

殺した夫が帰ってきました 桜井 美奈／著 小学館 BN/ｻｸ 

くら姫 出直し神社たね銭貸し 櫻部 由美子／著 角川春樹事務所 BN/ｻｸ 

真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライ

フすることにしました ８ ざっぽん／著 KADOKAWA BN/ｻﾂ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

メイジアン・カンパニー ２ 魔法科高校の劣等生 続  

佐島 勤／著 KADOKAWA BN/ｻﾄ 

白バイガール ６ 佐藤 青南／著 実業之日本社 BN/ｻﾄ 

魔王学院の不適合者 ９ 史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う 

秋／著 KADOKAWA BN/ｼﾕ 

スーパーカブ ７ トネ・コーケン／著 KADOKAWA BN/ﾄﾈ 

しあわせ大根 一膳めし屋丸九 5 中島 久枝／著 角川春樹事務所 BN/ﾅｶ 

最後の相棒 歌舞伎町麻薬捜査 永瀬 隼介／著 文藝春秋 BN/ﾅｶ 

織姫の夜 刑事特捜隊伊達政鷹 ２ 鳴神 響一／著 小学館 BN/ﾅﾙ 

看取り医 独庵 根津 潤太郎／著 小学館 BN/ﾈｽ 

本所おけら長屋 １６ 畠山 健二／著 PHP研究所 BN/ﾊﾀ 

影ぞ恋しき 上・下 葉室 麟／著 文藝春秋 BN/ﾊﾑ 

私はスカーレット ４ 林 真理子／著 小学館 BN/ﾊﾔ 

最強同心剣之介 ６ 早見 俊／著 コスミック出版 BN/ﾊﾔ 

殿さま浪人幸四郎 刺客の夏 聖 龍人／著 コスミック出版 BN/ﾋｼ 

甘美なる誘拐 平居 紀一／著 宝島社 BN/ﾋﾗ 

偽りの貌 古来稀なる大目付 ２ 藤 水名子／著 二見書房 BN/ﾌｼ 

幕臣の監察 本丸目付部屋 8 藤木 桂／著 二見書房 BN/ﾌｼ 

三四郎拝領剣 藩主暗殺を阻止せよ 藤村 与一郎／著 コスミック出版 BN/ﾌｼ 

野の春 宮本 輝／著 新潮社 BN/ﾐﾔ 

少しぐらいの噓は大目に 向田邦子の言葉 向田 邦子／著 新潮社 BN/ﾑｺ 

稲荷町グルメロード 行成 薫／著 角川春樹事務所 BN/ﾕｷ 

北町奉行所前腰掛け茶屋 吉田 雄亮／著 実業之日本社 BN/ﾖｼ 

テスラの超兵器を粉砕せよ 上・下 クライブ・カッスラー／著 扶桑社 B/ｶﾂ 

デイジー・ミラー ヘンリー・ジェイムズ／著 新潮社 B/ｼｴ 

小公女 バーネット／著 光文社 B/ﾊﾈ 

エルファード人の野望 宇宙英雄ローダン・シリーズ 639  

H.G.エーヴェルス／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

法典分子大感染 宇宙英雄ローダン・シリーズ 638 

ペーター・グリーゼ／著 早川書房 B/ﾛﾀ 
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Ｔ 暮らし                                                

帰るのが楽しみになるひとり暮らし BOOK Hanamori／著 大和書房 T0  

機嫌よくいられる台所 家事をラクにするためのマイルール 

 高橋 みどり／ほか著 家の光協会 T0  

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  

心地よく、ていねいに、ゆとりを楽しむこれからの暮らし方  

門倉 多仁亜／著 扶桑社 T0  

心と体がうるおう肌にやさしい手作り石けん 木下 和美／著 大泉書店 T0  

はじめての断捨離 ズボラさんでもできる！  

やました ひでこ／監修 宝島社 T0  

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  

きせつを楽しむ子ども服 heliumのソーイングレシピ  

中山 ゆい／著 日本ヴォーグ社 T11  

ほしいのはすっきり品よく見える服 藤塚 未紀／著 日本ヴォーグ社 T11  

進化する手作りエコバッグ みんなの意見で作りました！ ブティック社 T19  

はじめてのアクアリウム 熱帯魚の育て方と水草のレイアウト 

 佐々木 浩之／著 コスミック出版 T3  

ボス猫 岩合 光昭／著 ジーウォーク T3  

顔ごはんと顔おやつ みんな笑顔で、いただきましょう！  

ぺろり／著 小学館 T41  

浜名ランチの超時短レシピ大全 包丁いらず！3分でハンバーグが完成！  

浜名 ランチ／著 宝島社 T41  

ビリヤニ とびきり美味しいスパイスご飯を作る！  

水野 仁輔／監修 朝日新聞出版 T41  

プロのおうちごはん NHKプロフェッショナル仕事の流儀  

NHK「プロフェッショナル仕事の流儀」制作班／編 アスコム T41  

パスタとサラダ 具材 2品で作れるパスタと、一緒に食べたいサラダ  

野口 真紀／著 主婦と生活社 T44  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

本当においしいヴィーガンお菓子 卵・乳製品・白砂糖を使わずにつくる  

山口 道子／著 柴田書店 T46  

シュークリームの発想と組み立て 基礎知識からレシピづくりのアイデア、アレ

ンジまで作り方のコツとテクニック 藤生 義治／著 誠文堂新光社 T46  

おうちでかんたんごちそう抹茶ドリンク  

京都・宇治山政小山園 山政小山園／著 淡交社 T47  

健康野菜大全 知って驚くファイトケミカル 石原 結實／著 KADOKAWA T49  

農林水産省職員直伝「食材」のトリセツ マガジンハウス T49  

緑と暮らす。 自然を感じる、心地のいい庭のつくり方 エクスナレッジ T5  

コップひとつから始めるゆるーい野菜づくり  

やさい畑編集部／編 家の光協会 T6  

食べられる庭図鑑 良原 リエ／著 KTC中央出版 T6  

はじめての野の草花寄せ植え 簡単にできる表現や管理の方法がわかる  

都築 ますみ／監修 成美堂出版 T6  

かんしゃく、暴力、反抗、無気力…。うちの子、どうしちゃったの？ 

正しい理解と回復への 8ステップ 宮尾 益知／監修 大和出版 T9  

 

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

公務員のための場づくりのすすめ  

“4つの場”で地域・仕事・あなたが輝く 助川 達也／著 公職研 SF5  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

BOOK PAGE 44197・44228 本の年鑑  

日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ R025.1  

新聞集成昭和編年史 昭和４２年版３  

明治大正昭和新聞研究会／編集制作 新聞資料出版 R217  

海外進出企業総覧 2021国別編 東洋経済新報社 R335.4  
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ぴょーん P/マ 

まつおかたつひで 作・絵 

ポプラ社

だっぴ！ 

P/キ 

北村直子 作 

こぐま社 

どんどこももんちゃん P/ト 

とよたかずひこ 作・絵 

童心社 

えほんのリストをつくりました！ 
 
年齢別で２種類あります。 

★赤ちゃんとたのしむえほん（0・1・2 歳）…26 冊紹介 

★お子さまとたのしむえほん（３歳～）…31 冊紹介 

図書館の職員がおはなし会などで読んで、楽しんでもらえた絵本をみんなで選びま

した。 

各図書館に置いてあります。 

ぜひお手に取ってみてください！ここでは少しだけ紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★赤ちゃんと 

 たのしむえほん（0.1.2 歳） 
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おふろだいすき P/ハ 

林明子 絵 

松岡享子 作 

福音館書店 

ぞうくんのさんぽ  

P/ナ 

なかのひろたか 作・絵 

福音館書店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★お子さんと 

 たのしむえほん（3 歳～） なにをたべてきたの？ 

P/ナ 

長野博一 絵  

岸田衿子 文 

佼成出版社 
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館名 日付 時間 対象 

中央図書館 ６月９日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

６月 2４日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

高幡図書館 ６月 2 日(水) 

  

15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

日野図書館 ６月１６日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

多摩平図書館 ６月１０日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

６月 2３日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

百草図書館 ６月１６日(水) 15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

平山図書館 ６月１７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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『ドキュメント宇宙飛行士選抜試験』 

大鐘 良一／著 小原 健右／著 2010.6 光文社 

 

 今秋、13 年ぶりに宇宙飛行士選抜試験が予定されているようですね。 

さて、この本は、2008 年に独立行政法人・宇宙航空研究開発機構（JAXA）が 10

年ぶりに宇宙飛行士を募集した際、NHK 番組スタッフであった著者が、選抜試験に

初めて密着取材を行ったときの様子が書かれています。 

 宇宙飛行士に求められる資質とは、どのようなものでしょうか。著者によると、「ど

んなに苦しい局面でも決してあきらめず、他人を思いやり、その言葉と行動で人を動

かす力があるか」だそうです。宇宙飛行士が滞在する国際宇宙ステーション（ISS）

は、閉鎖環境であり、壁一枚で生と死が隣り合わせになっていて、常にストレスがか

かる空間です。その中で、分刻みのスケジュールをこなし、アクシデントが発生すれ

ば柔軟な対応が必要になります。 

 閉鎖空間という特殊な環境で長期間の滞在に耐えられるのか、乗組員と良好な人間

関係を保つことができるのか。その人間性を見極める選抜試験で、どのようなテスト

が行われたかを知ることができる本です。（K） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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7 月から休止する駐車場（1 か所） 

「大坂西公園」（第１・３／金曜日 11：35～12：00） 

※2021年 7月～2022年 6月（予定）まで 

公園内「応急給水槽新設工事」のため休止といたします。 

最終巡回日は、6月 18日（金）になります。 

★その他の駐車場に変更はありません。巡回日程表をご覧ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動図書館ひまわり号 

7 月より巡回場所が増えます！！！ 

新巡回場所は 

“石田環境プラザ” です。 
（新井公園に隣接） 

本の貸出・返却を行います。 

また、施設内では約 200 冊の本をお読みいただけます。 

初回は７月１５日（木）です。 

８月からは、第１・第３木曜日 

午前１０時から１１時まで巡回します。 

ぜひ、ご利用下さい。 

 



24 

 

 

曜日 時間 駐車場 住所 6 月 7 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：00～11：00 石田環境プラザ 石田 1-13-4 - 15 日 

14：20～14：40 南平丘陵公園 南平 8-8-3 
3 日 

17 日 

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 

4 日 

 

18 日  

2 日 

 

16 日 11：00～11：25 新坂下公園 新町 3-18-7 

11：35～12：00 大坂西公園 大坂上 1-14-4 休止 

14：00～14：25 栄町二丁目アパート 栄町 2-25 
2 日 

 

16 日 

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） 

9 日 

23 日 

14 日 

28 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：10～10：40 新井わかたけ公園 石田 270 

10 日 

 

24 日  

8 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 

11 日 

 

25 日  

 

9 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 ６月・７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。  

 


