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２０２1年 ５月 №261 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

５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） 
10 日・17 日・24 日・31 日 

市政図書室（日曜日・祝日） 2 日～5 日・9 日・１６日・23 日・30 日 

 

今月のひろば 

P.2 デジタルスタンプラリーIn日野宿 2021 

P.3  2021年度 絵本読み聞かせ入門講座 

P.4 『たかはたブッククラブ』やっています！ 

P.5 図書館に入った新しい本 

P.20 図書館集会室抽選会のお知らせ 

P.21 図書館員の本箱 

P.22 おはなし会のお知らせ 

P.24 移動図書館ひまわり号巡回日程 
 

祝日 3 日・4 日・5 日は 
開館します！ 

（市政図書室除く） 



2 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ドデカスタンプ」でおなじみ、 日野宿発見隊の「スタンプラリー in 日

野宿」。 こんな今年は「デジタルスタンプ」でのお楽しみ! 各所に張り

出された「ドデカスタンプ」を、カシャっと、撮りながら、 集めながら、 

あっ、マスクは忘れないで、たっぷり、ゆっくり日野宿巡り。 

【期間】 

４月２９日（木）～５月９日（日） 

【参加方法】 

日野宿発見隊ホームページでご案内しています。 

 http://www.hinoshuku.com 

【スタンプ絵柄掲示場所】 

坂下地蔵、とんがらし地蔵、八坂神社など 

日野宿周辺 17か所 

【景品】 

スタンプを 10個以上集めて日野図書館へ 

期間中の日野図書館開館時間内に進呈 

【お問い合わせ】 

日野図書館 日野本町 7-5-14 電話 042-584-0467 

デジタルスタンプラリー 
In日野宿 ２０２１ 
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２０２１年度 

 
 

  

 

  

  

 

 

 
☆新型コロナウイルス感染症対応について☆ 

・マスク着用、手洗い、咳エチケット、検温にご協力ください。  ・体調不良時は参加をお控えください。 

・感染拡大状況によっては中止する場合がございます。予めご了承ください 

対象 読み聞かせに興味のある市民（初心者向け） 

日時 5月 20日（木）  9：30～11：30 

会場 多摩平の森ふれあい館 3階 集会室 6 

内容 集団に対する読み聞かせの仕方、本の選び方、 

参考図書の紹介、実習 

定員 10名 

申込み 

方法 

5月 6日（木）10時より多摩平図書館へ 

来館または電話で先着順に受け付けます。 

申込み・ 

問合せ先 

多摩平図書館  電話 583-2561 

当日は、実習の時間を設けてお１人ずつ、皆

さんの前で絵本を読んでいただきます。 

申込みの際、お名前・ご連絡先とあわせて 

「読み聞かせてみたい絵本の題名」もお伺い

しますので、事前に一冊お選びくださるよう

お願いいたします。十分に距離を取りなが

ら、お互いに読み手、聞き手となる体験がで

きるような実習を行います。 
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『たかはたブッククラブ』やっています！ 
２０２０年１０月よりスタートした、『プレたかはたブッククラブ』。職

員が小学生に、おすすめ本や図書館の楽しみ方を紹介し、より図書館に親

しみをもっていただくため、高幡図書館で開始した企画です。今年度から

は、本格的に３回連続講座の『たかはたブッククラブ』として開催するこ

とになりました！ 

今までどの様な活動をしてきたのかご紹介いたします。 

２０２０年１０月・１１月の活動 

・ブックトーク：職員が小学生におすすめの本を紹介 

・図書館クイズ：館内を巡りながら、図書館のクイズに挑戦！ 

２０２１年 1月・２月・３月の活動 

・福袋貸出（１月）：おすすめ本とクイズブックが入った福袋を貸出 

・クイズブック配布／ＰОＰ展示／おすすめ本フローチャート配布 

 

 

 

 現在、２０２１年度の１期目（５・６・７月）の参加者募集は締め切っ

てしまっていますが、次回の２期目（９・１０・１１月）の募集は８月を

予定していますので、乞うご期待ください！ 

 

 

【クイズブックと景品のしおり】 【POP展示】 【福袋】 



5 

 

 図書館に入った 新 し い 本 
2月 26日から 3月 25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                                       

自由になるための技術リベラルアーツ 山口 周／著 講談社 002 

はじめてのニュース・リテラシー 白戸 圭一／著 筑摩書房 007 

瞬読式勉強法 たった 1分見るだけで頭がよくなる  

山中 恵美子／著 ダイヤモンド社 019  

羊皮紙のすべて 八木 健治／著 青土社 022.6  

江戸のことば絵事典 『訓蒙図彙』の世界 石上 阿希／著 KADOKAWA 031  

文春の流儀 木俣 正剛／著 中央公論新社 051  

政治と報道 報道不信の根源 上西 充子／著 扶桑社 070.21  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

自然の哲学史 米虫 正巳／著 講談社 112  

池上彰と考える「死」とは何だろう 池上 彰／著 KADOKAWA 114.2  

魂にふれる 大震災と、生きている死者 若松 英輔／著 亜紀書房 114.2  

血の日本思想史 穢れから生命力の象徴へ 西田 知己／著 筑摩書房 121  

三木清 三木 清／著 筑摩書房 121.9  

大丈夫！すべて思い通り。 一瞬で現実が変わる無意識のつかいかた  

Honami／著 KADOKAWA 145.1  

「利他」とは何か 伊藤 亜紗／編 集英社 151.5  

「不倫」という病 片田 珠美／著 大和書房 152.1  

人生がうまくいかないと感じる人のための超アウトプット入門  

安達 裕哉／著 河出書房新社 159  

暗殺教団 「アサシン」の伝説と実像 バーナード・ルイス／著 講談社 167.8  

カルトの子 心を盗まれた家族 米本 和広／著 論創社 169.1  

鎌倉仏教 平岡 聡／著 KADOKAWA 180.21  

東京周辺ご朱印めぐり旅乙女の寺社案内  

「江戸楽」編集部／著 メイツユニバーサルコンテンツ 185.9  
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２００ 歴史・伝記・地理                                                

トロイア戦争 歴史・文学・考古学 エリック・H.クライン／著 白水社 209.3  

「違和感」の日本史 本郷 和人／著 産経新聞出版 210.4/ﾎ 

東大寺の考古学 よみがえる天平の大伽藍 鶴見 泰寿／著 吉川弘文館 213  

列島の戦国史 ２  池 享／企画編集委員 吉川弘文館 214.7  

「暮し」のファシズム 戦争は「新しい生活様式」の顔をしてやってきた  

大塚 英志／著 筑摩書房 217.5  

三国志入門 宮城谷 昌光／著 文藝春秋 222  

紅衛兵とモンゴル人大虐殺 草原の文化大革命 楊 海英／著 筑摩書房 222.6  

オスマン vs.ヨーロッパ <トルコの脅威>とは何だったのか  

新井 政美／著 講談社 226.6  

ローマ帝国 誕生・絶頂・滅亡の地図 日経ナショナルジオグラフィック社 232  

渋沢栄一 道徳的であることが最も経済的である  

鹿島 茂／編著 文藝春秋 281/ｼ 

半藤一利の昭和史 文藝春秋 281/ﾊ 

詳解現代地図 2021-2022 二宮書店編集部／著 二宮書店 290.3  

世界はもっと！ほしいモノにあふれてる ２ バイヤーが教える極上の旅  

NHK「世界はほしいモノにあふれてる」制作班／監修・協力 KADOKAWA 290.9  

車窓の風に吹かれて 作家たちの鉄道旅 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 291  

大人の日帰り旅 2022首都圏 JTBパブリッシング 291.3  

東京のトリセツ 昭文社 291.36  

京都喫茶店クロニクル 古都に薫るコーヒーの系譜  

田中 慶一／著 淡交社 291.62  

ぶらっとヒマラヤ 藤原 章生／著 毎日新聞出版 292.58  

愛しのアンダルシアを旅して南スペインへ  

中村 恵美子／著 イカロス出版 293.6  

 

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

現代カナダを知るための 60章 飯野 正子／総監修 明石書店 302.51  

定点観測新型コロナウイルスと私たちの社会  

2020年後半 忘却させない。風化させない。 森 達也／編著 論創社 304  

教養としての「地政学」入門 出口 治明／著 日経 BP 312.9  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

ポスト社会主義の政治  

ポーランド、リトアニア、アルメニア、ウクライナ、モルドヴァの準大統領制  

松里 公孝／著 筑摩書房 313.7  

絶望死 労働者階級の命を奪う「病」  

ニコラス・D.クリストフ／著 朝日新聞出版 316.3  

ブラック・ライヴズ・マター回想録 テロリストと呼ばれて  

パトリース・カーン＝カラーズ／著 青土社 316.85  

こんなにおもしろい探偵業の仕事 金澤 秀則／著 中央経済社 317.7  

劣化する民主主義 宮家 邦彦／著 PHP研究所 319  

「敦煌」と日本人 シルクロードにたどる戦後の日中関係  

榎本 泰子／著 中央公論新社 319.1  

核なき時代を生きる君たちへ 核不拡散条約 50年と核兵器禁止条約  

安斎 育郎／著 かもがわ出版 319.8  

後悔しない！離婚の準備と手続き きちんと決めたいお金子ども生活のこと  

ベリーベスト法律事務所／監修 ナツメ社 324.6  

知りたいことがすぐわかる図解会社法のしくみ  

令和元年改正法対応 中島 成／著 日本実業出版社 325.2  

檻の中の裁判官 なぜ正義を全うできないのか  

瀬木 比呂志／著 KADOKAWA 327.1  

日本再生のための「プラン B」 医療経済学による所得倍増計画 

 兪 炳匡／著 集英社 332.1  

少子化論 続 松田 茂樹／著 学文社 334.31  

チョンキンマンション 世界の真ん中にあるゲットーの人類学 

 ゴードン・マシューズ／著 青土社 334.42  

越えていく人 南米、日系の若者たちをたずねて  

神里 雄大／著 亜紀書房 334.46  

国際経営 吉原 英樹／著 有斐閣 335  

今すぐ使えるかんたんテレワーク入門 最新  

リンクアップ／著 技術評論社 336.4  

できるはんこレス入門 PDFと電子署名の基本が身に付く本  

清水 理史／著 インプレス 336.5  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

会計の地図 「お金の流れ」がたった 1つの図法でぜんぶわかる 

 近藤 哲朗／著 ダイヤモンド社 336.9  

ふしぎな社会 橋爪 大三郎／著 筑摩書房 361  

等話 平等な会話が、あなたの人生と社会を変える 松田 道雄／著 新評論 361.4  

世界の日本人ジョーク集 令和編 早坂 隆／著 中央公論新社 361.61  

すぐにもらえるお金と使えるサービス 困ったときに役立つ！ 

 溝口 知実／著・監修 自由国民社 364  

障害年金の手続きから社会復帰まで イラストと図解と表でわかりやすい！ 

漆原 香奈恵／著 秀和システム 364.6  

ギフトエコノミー 買わない暮らしのつくり方  

リーズル・クラーク／著 青土社 365  

「低度」外国人材 移民焼き畑国家、日本 安田 峰俊／著 KADOKAWA 366.8  

なんで家族を続けるの？ 内田 也哉子／著 文藝春秋 367.3  

うらやましい孤独死 自分はどう死ぬ？家族をどう看取る？ 

 森田 洋之／著 三五館シンシャ 367.9  

キツネ目 グリコ森永事件全真相 岩瀬 達哉／著 講談社 368.6  

戦争孤児たちの戦後史 ３ 吉川弘文館 368.8  

介助の仕事  街で暮らす/を支える  立岩 真也／著  筑摩書房 369.2  

おしゃれ防災アイデア帖  

日々の暮らしに馴染み、“もしも”の時は家族を守る 70の備え 

 Misa／著 山と溪谷社 369.3  

見えない妊娠クライシス 誰にも言えない妊娠に悩む女性を社会で支える  

佐藤 拓代／編著 かもがわ出版 369.4  

小学校教諭になるには 森川 輝紀／編著 ぺりかん社 373.7  

こまった時はわらべうた うれしい時もわらべうた 0歳から 150選 全曲音源つき 

わらべうたネットワークうたぼっこの森／編著 ひとなる書房 376.1  

大学の学科図鑑 石渡 嶺司／著 SBクリエイティブ 376.8  

大学図鑑！ 2022 オバタ カズユキ／監 ダイヤモンド社 377 

オンライン授業で大学が変わる コロナ禍で生まれた「教育」インフレーション 

堀 和世／著 大空出版 377.1  

日本の装束解剖図鑑 古代から現代までイラストで読み解く 

有職故実の世界 八條 忠基／著 エクスナレッジ 383.1  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

日本外食全史 阿古 真理／著 亜紀書房 383.8  

性の歴史 ナンセン＆ピカール／編著 文響社 384.7  

ツッコミ読み！裏切りの日本昔話 ながた みかこ／著 笠間書院 388.1  

フィンランドの不思議なことわざ マッティの言葉の冒険  

カロリーナ・コルホネン／著 草思社 388.83  

三八式歩兵銃 日本陸軍の七十五年 加登川 幸太郎／著 筑摩書房 396.21  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

迷走生活の方法 福岡 伸一／著 文藝春秋 404/ﾌ 

科学の歳時記 どんぐりから宇宙へ 渡辺 政隆／文 教育評論社 404/ﾜ 

三体問題 天才たちを悩ませた 400年の未解決問題  

浅田 秀樹／著 講談社 441.1  

天体観測に魅せられた人たち エミリー・レヴェック／著 原書房 442  

最強に面白い！！銀河 ニュートンプレス 443.6  

その問題、デジタル地図が解決します はじめての GIS  

中島 円／著 ベレ出版 448.9  

なぞとき深海１万メートル 暗黒の「超深海」で起こっていること 

 蒲生 俊敬／著 講談社 452  

カラー図解アメリカ版新・大学生物学の教科書 ２   

D.サダヴァ／ほか著 講談社 460  

WHAT IS LIFE？ 生命とは何か ポール・ナース／著 ダイヤモンド社 461  

ネオウイルス学 河岡 義裕／編 集英社 465.8  

寿命遺伝子 なぜ老いるのか何が長寿を導くのか 森 望／著 講談社 467.2  

目的に合わない進化 上・下  進化と心身のミスマッチはなぜ起きる  

アダム・ハート／著 原書房 469.2  

赤毛の文化史 マグダラのマリア、赤毛のアンからカンバーバッチまで  

ジャッキー・コリス・ハーヴィー／著 原書房 469.4  

大事なことは植物が教えてくれる 稲垣 栄洋／著 マガジンハウス 470.4/ｲ 

かぐわしき植物たちの秘密 香りとヒトの科学  

田中 修／著 山と溪谷社 471.4  

高尾山に咲く花 残したいこの豊かな自然 勝山 輝男／著 有隣堂 472.13  

鳥類学は、あなたのお役に立てますか？ 川上 和人／著 新潮社 488.1  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

美しい人体図鑑 多彩なイラストで初心者にもわかりやすい 

 梶原 哲郎／監修 笠倉出版社 491  

養老孟司入門 脳・からだ・ヒトを解剖する 布施 英利／著 筑摩書房 491.1  

精神科医が見つけた 3つの幸福 最新科学から最高の人生をつくる方法  

樺沢 紫苑／著 飛鳥新社 491.37  

ビジュアル「毒」図鑑 200種 美しく恐ろしい毒物の世界！  

齋藤 勝裕／著 秀和システム 491.59  

健康診断の結果がやばいと感じたら最初に読む本 検査結果まるわかり！  

小橋 隆一郎／著 主婦の友社 492.1  

胃を切った人が元気になる献立＆レシピ 退院したらおいしいもの、食べよう 

主婦の友社／編 主婦の友社 493.45  

災害不調 医師が見つけた最速の改善策 工藤 孝文／著 KADOKAWA 493.73  

あなたもきっと依存症 「快と不安」の病 原田 隆之／著 文藝春秋 493.74  

おひとりさまの認知症 幸せに暮らす準備ブック  

高瀬 義昌／監修 主婦の友社 493.75  

大人の発達障害 仕事・生活の困ったによりそう本  

太田 晴久／監修 西東社 493.76  

今だから知りたいワクチンの科学 効果とリスクを正しく判断するために  

中西 貴之／著 技術評論社 493.82  

新型コロナデータで迫るその姿 エビデンスに基づき理解する 

 浦島 充佳／著 化学同人 493.87  

子どもの食物アレルギーあんしん BOOK 忙しいママ＆パパのお悩み解決！  
今井 孝成／監修 女子栄養大学出版部 493.93  

天職 天野 篤／著 プレジデント社 494.64  

Q＆Aでわかる痔のすべて 平田 雅彦／著 主婦の友社 494.65  

皮膚の秘密 最大の臓器が、身体と心の内を映し出す  

ヤエル・アドラー／著 ソシム 494.8  

脱力のプロが書いた！「動き」の新発見 世界一楽しくわかる極意書！  

広沢 成山／著 BABジャパン 498.3  
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５００ 技術・工学・環境                                                                      

地図とデータで見る水の世界ハンドブック  

ダヴィド・ブランション／著 原書房 517  

日本近現代建築の歴史 明治維新から現代まで  

日埜 直彦／著 講談社 523.1  

ガウディ 鳥居 徳敏／著 筑摩書房 523.36  

響きをみがく 音響設計家豊田泰久の仕事 石合 力／著 朝日新聞出版 524.9  

国立代々木競技場と丹下健三 成長の時代の象徴から、成熟の時代の象徴へ  

豊川 斎赫／著 TOTO出版 526.7  

日本のオート三輪車史 GP企画センター／編 グランプリ出版 537.9  

はやぶさ２の宇宙大航海記 津田 雄一／著 宝島社 538.9  

つくられた放射線「安全」論 島薗 進／著 専修大学出版局 539.6 

私が原発を止めた理由 樋口 英明／著 旬報社 543.4  

TRANSFORM AIでビジネスを変革する最強フレームワーク 

 クリス・ダフィ／著 ダイヤモンド社 548.1  

富岳 世界 4冠スパコンが日本を救う 圧倒的 1位に輝いた国産技術の神髄  

日経クロステック／編集 日経 BP 548.21  

炎上する社会  

企業広報、SNS公式アカウント運営者が知っておきたいネットリンチの構造  
吉野 ヒロ子／著 弘文堂 548.3  

プラスチックと歩む その誕生から持続可能な世界を目指すまで 

 ナタリー・ゴンタール／著 原書房 578.4  

もう一つの衣服、ホームウエア 家で着るアパレル史  

武田 尚子／著 みすず書房 589.2  

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

環境・資源・健康を考えた土と施肥の新知識  

後藤 逸男／著 全国肥料商連合会 613.5  

コーヒーで読み解く SDGs José・川島良彰／著 ポプラ社 617.3  

花のことば 12ケ月 川崎 景介／監修 山と溪谷社 627  

ダチョウはアホだが役に立つ 塚本 康浩／著 幻冬舎 646.2  

狩猟教書 羆撃ち久保俊治 久保 俊治／著 山と溪谷社 659  

エノグ屋の言葉集 月光荘のユーモアカードと色ポエム  

月光荘画材店／著 産業編集センター 673.7  
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◆◆◆６００ 産業・交通・通信（つづき）◆◆◆ 

不動産のしくみがわかる本 中山 聡／著 同文舘出版 673.9  

星野リゾートの事件簿 ２  中沢 康彦／著 日経 BP 675  

物流戦略見るだけノート EC サイトからリアル店舗のオムニチャネル化まで成功

事例の仕組みが面白いほどわかる！ 角井 亮一／監修 宝島社 675.4  

株式市場の本当の話 前田 昌孝／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 676.3  

先生、お金持ちになるにはどうしたらいいですか？  

15歳から学ぶお金の教養 奥野 一成／著 ダイヤモンド社 676.5  

中央線<東京ー高尾>ぶらり途中下車 全駅紹介  

坂上 正一／著 フォト・パブリッシング 686.21  

地域は物語で「10倍」人が集まる  コンテンツツーリズム再発見  

増淵 敏之／編著 生産性出版 688  

今聴くべきすごいラジオ 100大研究 リスナー2000人調査で分かった！  

日経 BP 699.6  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

芸術の補助線 私の美術雑記帖 酒井 忠康／著 みすず書房 704/ｻ 

芸術のよろこび 吉田 秀和／著 河出書房新社 704/ﾖ 

そして、すべては迷宮へ 中野 京子／著 文藝春秋 723  

ちひろ、らいてう、戦没画学生の命を受け継ぐ  

信州安曇野・上田文学美術紀行から 小森 陽一／著 かもがわ出版 723.1  

ナチス絵画の謎 逆襲するアカデミズムと「大ドイツ美術展」 

 前田 良三／著 みすず書房 723.34  

基本が身につく油絵レッスン 山中 俊明／著 ナツメ社 724.3  

３ステップでらしく描ける伝わる絵の見本帖 絵心がなくてもスラスラ描ける！ 

OCHABI Institute／著 インプレス 725  

カラーボールペン画入門 22作例で学ぶ  

オガワ ヒロシ／著 日貿出版社 725.6  

『ガロ』に人生を捧げた男 全身編集者の告白 白取 千夏雄／著 興陽館 726.1  

文房具 16人の手帳・ノート・文具の楽しみ×女子の新定番 100×基礎知識  

暮らしの図鑑編集部／編 翔泳社 729  

CALICOのインド手仕事布案内 小林 史恵／文 小学館 753  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

キッチンにある材料・道具でできる草木染めの布花アクセサリー 

 Kahon／著 KADOKAWA 753.8  

活発脳をつくる 60歳からの切り紙 デカ文字、原寸大図案で作りやすい！  

古賀 良彦／監修 主婦の友社 754.9  

ミニチュアひなまつり 大野 幸子／著 亥辰舎 759  

クラシック名曲「酷評」事典 上・下 ニコラス・スロニムスキー／編  

ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 762.3  

クイーン全曲ガイド ２  石角 隆行／著  

シンコーミュージック・エンタテイメント 764.7  

ハーバード大学のボブ・ディラン講義 リチャード・F.トーマス／著  

ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 767.8  

YMO 1978-2043 Definitive Story of Yellow Magic Orchestra 

 吉村 栄一／著 KADOKAWA 767.8  

藝人春秋 ３  水道橋博士／著 文藝春秋 770.4/ｽ 

踊る熊たち 冷戦後の体制転換にもがく人々  

ヴィトルト・シャブウォフスキ／著 白水社 779.5  

オリンピックという名の虚構 政治・教育・ジェンダーの視点から 

 ヘレン・ジェファーソン・レンスキー／著 晃洋書房 780.6  

バドミントン勝つ！ダブルス最強戦術バイブル  

大束 忠司／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 783.5  

マスターズで勝つ！大人の卓球 戦術とテクニックを磨く  

長谷部 攝／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 783.6  

マスターズ ゴルフ「夢の祭典」に人はなぜ感動するのか  

本條 強／著 筑摩書房 783.8  

山の足音 山のえくぼ 畦地 梅太郎／著 山と溪谷社 786.1  

焚き火料理の本 小雀 陣二／著 山と溪谷社 786.3  

ゼロから始める海釣り入門 イラストと写真で基礎から解説 

 コスミック出版 787.1  

大相撲４０年史 私のテレビ桟敷 小谷野 敦／著 筑摩書房 788.1  

茶の湯のトリビア 中村 幸／著 淡交社 791  

張栩の捨て石詰碁 上・下  対象中級－高段者 張 栩／著 日本棋院 795  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

羽生善治の１手・３手・５手ステップアップ詰め将棋 最新 172問  

羽生 善治／監修 主婦の友社 796  

 

８００ 語学                                                        

大図鑑コードの秘密 世界に隠されたメッセージを読み解く 

 ポール・ルンダ／編 明石書店 809.7  

外来語新語辞典 山西 治男／監修 成美堂出版 813.7  

その言葉、もう使われていませんよ もはや旧い日本語を最新にアップデート 

日本語倶楽部／編 河出書房新社 814  

李姉妹のおしゃべりな中国語 李姉妹／著 昭文社 827.8  

「意味順」式イラストと図解でパッとわかる英文法図鑑  

田地野 彰／著 KADOKAWA 835  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

一生忘れない怖い話の語り方 すぐ話せる「実話怪談」入門 

 吉田 悠軌／著 KADOKAWA 901.3  

沖縄児童文学の水脈 齋木 喜美子／著 関西学院大学出版会 909  

乱歩とモダン東京 通俗長編の戦略と方法 藤井 淑禎／著 筑摩書房 910.2/ｴ 

村上春樹謎とき事典 ２  根本 治久／著 若草書房 910.2/ﾑ 

日本の川読み歩き 百冊の時代小説で楽しむ 岡村 直樹／著 天夢人 910.26  

ザ・空気 ver.３ 永井 愛／著 而立書房 912.6/ﾅ 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

泳ぐ者 青山 文平／著 新潮社 913.6/ｱｵﾔ 

居酒屋ぼったくり おかわり！ ２ 秋川 滝美／著 アルファポリス 913.6/ｱｷｶ 

六人の噓つきな大学生 浅倉 秋成／著 KADOKAWA 913.6/ｱｻｸ 

救急患者 X 麻生 幾／著 幻冬舎 913.6/ｱｿｳ 

９月９日９時９分 一木 けい／著 小学館 913.6/ｲﾁｷ 

覇王の神殿(ごうどの) 日本を造った男・蘇我馬子  

伊東 潤／著 潮出版社 913.6/ｲﾄｳ 

小さな神たちの祭り 内館 牧子／著 潮出版社 913.6/ｳﾁﾀ 

恋に焦がれたブルー 宇山 佳佑／著 集英社 913.6/ｳﾔﾏ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

再建の神様 江上 剛／著 PHP研究所 913.6/ｴｶﾐ 

道連れ彦輔居直り道中 逢坂 剛／著 毎日新聞出版 913.6/ｵｳｻ 

片をつける 越智 月子／著 ポプラ社 913.6/ｵﾁ 

迷子の龍は夜明けを待ちわびる 岸本 惟／著 新潮社 913.6/ｷｼﾓ 

天の川の舟乗り 北山 猛邦／著 東京創元社 913.6/ｷﾀﾔ 

無刑人 芦東山 熊谷 達也／著 潮出版社 913.6/ｸﾏｶ 

大義 今野 敏／著 徳間書店 913.6/ｺﾝﾉ 

小説火の鳥 大地編上・下 手塚 治虫／原案 朝日新聞出版 913.6/ｻｸﾗ 

佐野洋子とっておき作品集 佐野 洋子／著 筑摩書房 913.6/ｻﾉ 

ヴィクトリアン・ホテル 下村 敦史／著 実業之日本社 913.6/ｼﾓﾑ 
あしたの官僚 周木 律／著 新潮社 913.6/ｼﾕｳ 

電車のおじさん 辛酸 なめ子／著 小学館 913.6/ｼﾝｻ 

アパートたまゆら 砂村 かいり／著 KADOKAWA 913.6/ｽﾅﾑ 

消えた依頼人 田村 和大／著 PHP研究所 913.6/ﾀﾑﾗ 

傷痕のメッセージ 知念 実希人／著 KADOKAWA 913.6/ﾁﾈﾝ 

つまらない住宅地のすべての家 津村 記久子／著 双葉社 913.6/ﾂﾑﾗ 

鳴かずのカッコウ An Offbeat Spy Novel 手嶋 龍一／著 小学館 913.6/ﾃｼﾏ 

亜シンメトリー 十市 社／著 新潮社 913.6/ﾄｵﾁ 

幕間のモノローグ 長岡 弘樹／著 PHP研究所 913.6/ﾅｶｵ 

ムーンライト・イン 中島 京子／著 KADOKAWA 913.6/ﾅｶｼ 

広告の会社、作りました 天津遠山合同会社 中村 航／著 ポプラ社 913.6/ﾅｶﾑ 

風巻 伊豆春嵐譜 鳴神 響一／著 早川書房 913.6/ﾅﾙｶ 

君の心を読ませて Emma knows everything  

浜口 倫太郎／著 実業之日本社 913.6/ﾊﾏｸ 

どの口が愛を語るんだ 東山 彰良／著 講談社 913.6/ﾋｶｼ 

共謀小説家 蛭田 亜紗子／著 双葉社 913.6/ﾋﾙﾀ 

南総里見八犬伝 ５ 松尾 清貴／文 静山社 913.6/ﾏﾂｵ 

青い孤島 森沢 明夫／著 双葉社 913.6/ﾓﾘｻ 

卑弥呼とよばれた少女 森山 光太郎／著 朝日新聞出版 913.6/ﾓﾘﾔ 

小説しろひげ在宅診療所 山中 光茂／著 角川春樹事務所 913.6/ﾔﾏﾅ 

七面鳥 山、父、子、山 レ・ロマネスク TOBI／著 リトルモア 913.6/ﾚﾛﾏ 
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９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

大人の流儀 １０ 伊集院 静／著 講談社 914.6/ｲｼﾕ 

おいしいものでできている 稲田 俊輔／著 リトルモア 914.6/ｲﾅﾀ 

<3.11>はどう語られたか 目白雑録 小さいもの、大きいこと 

 金井 美恵子／著 平凡社 914.6/ｶﾅｲ 

木皿食堂 ４ 木皿 泉／著 双葉社 914.6/ｷｻﾗ 

ぼくをくるむ人生から、にげないでみた 1年の記録  

少年アヤ／著 双葉社 914.6/ｼﾖｳ 

ひとりなら、それでいいじゃない。 曽野 綾子／著 ポプラ社 914.6/ｿﾉ 

日めくりだより 神戸・六甲ではじめたひとりの暮らし  

高山 なおみ／著 扶桑社 914.6/ﾀｶﾔ 

ボクは食器洗いをやっていただけで、家事をやっていなかった。 

 土屋 礼央／著 KADOKAWA 914.6/ﾂﾁﾔ 

草木鳥鳥文様 梨木 香歩／文 福音館書店 914.6/ﾅｼｷ 

Go Toマリコ 林 真理子／著 文藝春秋 914.6/ﾊﾔｼ 

あの夏の正解 早見 和真／著 新潮社 914.6/ﾊﾔﾐ 

おとなになってはみたけれど 飛田 和緒／著 扶桑社 914.6/ﾋﾀ 

噓かまことか 平岩 弓枝／著 文藝春秋 914.6/ﾋﾗｲ 

家族の味 平野 レミ／著 ポプラ社 914.6/ﾋﾗﾉ 

むしろ、考える家事 山崎 ナオコーラ／著 KADOKAWA 914.6/ﾔﾏｻ 

生き抜く力 山田 邦子／著 祥伝社 914.6/ﾔﾏﾀ 

いつか出会った郷土の味 夢枕 獏／著 三栄 914.6/ﾕﾒﾏ 

わが人生記 青春・政治・野球・大病  

渡邉 恒雄／著 中央公論新社 914.6/ﾜﾀﾅ 

作家と猫 平凡社編集部／編 平凡社 914.6 

伊藤整日記 1  伊藤 整／著 平凡社 915.6/ｲﾄｳ 

ゼロエフ 古川 日出男／著 講談社 916/ﾌﾙｶ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

女ふたり、暮らしています。 キム ハナ／著 CCCメディアハウス 929.1/ｷ 

もう死んでいる十二人の女たちと パク ソルメ／著 白水社 929.1/ﾊ 

かわいいウルフ 小澤 みゆき／編 亜紀書房 930.2/ｳ 
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◆◆◆９２０～９９９ 外国の文学（つづき）◆◆◆ 

無垢の歌 ウィリアム・ブレイク／著 毎日新聞出版 931/ﾌ 

クララとお日さま カズオ・イシグロ／著 早川書房 933/ｲ 

仮面の陰に あるいは女の力 ルイザ・メイ・オルコット／著 幻戯書房 933/ｵ 

ダンバー メディア王の悲劇  

エドワード・セント・オービン／著 集英社 933/ｾ 

シルクロード キャスリーン・デイヴィス／著 早川書房 933/ﾃ 

宇宙の春 ケン・リュウ／著 早川書房 933/ﾘ 

グッバイ、コロンバス フィリップ・ロス／著 朝日出版社 933/ﾛ 

疫病短編小説集 R.キプリング／ほか著 平凡社 933  

三人の女たちの抗えない欲望 リサ・タッデオ／著 早川書房 934/ﾀ 

光のない。 三部作 エルフリーデ・イェリネク／著 白水社 942/ｲ 

モダンラブさまざまな愛のかたち  

ニューヨーク・タイムズ掲載の本当にあった 21の物語  

ダニエル・ジョーンズ／編 河出書房新社 934  

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

福を運びし鬼 奥小姓裏始末 3 青田 圭一／著 二見書房 BN/ｱｵ 

コーチ！ はげまし屋・立花ことりのクライアントファイル  

青木 祐子／著 講談社 BN/ｱｵ 

ファントム 警視庁特殊潜工班 天見 宏生／著 小学館 BN/ｱﾏ 

千年花嫁 京神楽坂咲花堂 井川 香四郎／著 祥伝社 BN/ｲｶ 

赤銅(あかがね)の魔女 紐結びの魔道師 1 乾石 智子／著 東京創元社 BN/ｲﾇ 

労働 G メンが来る！ 上野 歩／著 光文社 BN/ｳｴ 

しまなみ幻想  内田 康夫／著 光文社 BN/ｳﾁ 

月の下のカウンター 太田 和彦／著 小学館 BN/ｵｵ 

邪魔 上・下  奥田 英朗／著 講談社 BN/ｵｸ 

空飛ぶ岩 若さま同心徳川竜之助 3 風野 真知雄／著 双葉社 BN/ｶｾ 

暗黒自治区 亀野 仁／著 宝島社 BN/ｶﾒ 

江戸早指南 小料理のどか屋人情帖 31 倉阪 鬼一郎／著 二見書房 BN/ｸﾗ 

親子の絆に恋賭けて 親子十手捕物帳 6小杉 健治／著 角川春樹事務所 BN/ｺｽ 

祇園会 新・吉原裏同心抄 4 佐伯 泰英／著 光文社 BN/ｻｴ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

あやかし主従のつれづれな日々 何度でもめぐりあう 

椎名 蓮月／著 新紀元社 BN/ｼｲ 

残業のあと、朝焼けに佇む彼女と 紙木 織々／著 新潮社 BN/ｼｷ 

草原のコック・オー・ヴァン 柴田 よしき／著 文藝春秋 BN/ｼﾊ 

利と仁 さんばん侍 杉山 大二郎／著 小学館 BN/ｽｷ 

お陀仏坂 父子十手捕物日記 6 鈴木 英治／著 光文社 BN/ｽｽ 

サン＆ムーン 警視庁特別捜査係 鈴峯 紅也／著 小学館 BN/ｽｽ 

第四トッカン 警視庁特異集団監視捜査第四班 鷹樹 烏介／著 双葉社 BN/ﾀｶ 

出女の影 おれは一万石 16 千野 隆司／著 双葉社 BN/ﾁﾉ 

逢う時は死人 推理小説集 天藤 真／著 光文社 BN/ﾃﾝ 

鬼同心と不滅の剣 牙貸し 藤堂 房良／著 コスミック出版 BN/ﾄｳ 

骨を追え 堂場 瞬一／著 文藝春秋 BN/ﾄｳ 

剣狼吠える 八丁堀「鬼彦組」激闘篇 9 鳥羽 亮／著 文藝春秋 BN/ﾄﾊ 

チェス喫茶フィアンケットの迷局集 中村 あき／著 双葉社 BN/ﾅｶ 

おんな与力花房英之介 1 鳴神 響一／著 双葉社 BN/ﾅﾙ 

おまじない 西 加奈子／著 筑摩書房 BN/ﾆｼ 

北陸新幹線ダブルの日 西村 京太郎／著 祥伝社 BN/ﾆｼ 

卒業したら教室で 似鳥 鶏／著 東京創元社 BN/ﾆﾀ 

いっちみち 乃南 アサ／著 新潮社 BN/ﾉﾅ 

マリコを止めるな！ 林 真理子／著 文藝春秋 BN/ﾊﾔ 

無惨なり 日暮左近事件帖 10 藤井 邦夫／著 光文社 BN/ﾌｼ 

花舞う里 古内 一絵／著 小学館 BN/ﾌﾙ 

損料屋見鬼控え 1 三國 青葉／著 講談社 BN/ﾐｸ 

反骨魂 警視庁分室刑事 南 英男／著 光文社 BN/ﾐﾅ 

しぐれ迷い橋 柳橋ものがたり 6 森 真沙子／著 二見書房 BN/ﾓﾘ 

妹たちへ 矢川澄子ベスト・エッセイ 矢川 澄子／著 筑摩書房 BN/ﾔｶ 

信玄忍法帖 山田風太郎傑作選 忍法篇 山田 風太郎／著 河出書房新社 BN/ﾔﾏ 

いのち 末國 善己／編 朝日新聞出版 BN  

刑事という生き方 米澤 穂信／著 朝日新聞出版 BN  

非日常の謎 ミステリアンソロジー 芦沢 央／著 講談社 BN  

失われたものたちの本 ジョン・コナリー／著 東京創元社 B/ｺﾅ 

ロード・ジム ジョゼフ・コンラッド／著 河出書房新社 B/ｺﾝ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

オクトーバー・リスト ジェフリー・ディーヴァー／著 文藝春秋 B/ﾃｲ 

原野(ムーア)の館 ダフネ・デュ・モーリア／著 東京創元社 B/ﾃﾕ 

小公子 バーネット／著 光文社 B/ﾊﾈ 

貧乏お嬢さまの危ない新婚旅行 英国王妃の事件ファイル 13 

リース・ボウエン／著 原書房 B/ﾎｳ 

鍵穴 ヨルン・リーエル・ホルスト／著 小学館 B/ﾎﾙ 

マハラジャの葬列 アビール・ムカジー／著 早川書房 B/ﾑｶ 

 

Ｔ 暮らし                                                

ちょっとおしゃれでずっと元気に暮らす 村上 祥子／著 PHP研究所 T0  

はじめてでも失敗しない素敵に作れる着物リメイク ナツメ社 T11  

鉄道クロスステッチ BOOK レトロでかわいい図案がいっぱい！ 

 スハネフ／著 JTBパブリッシング T15  

まいにちのエコバッグ シンプルで使いやすい 30デザイン  

青木 恵理子／著 朝日新聞出版 T19  

おーい、モモ松！ 平塚 保治／著 風詠社 T3  

定番 料理集 細川 亜衣／料理・写真・文 KTC中央出版 T41  

チオベンの作りおき弁当 山本 千織／著 PHPエディターズ・グループ T42  

山で？！ クイックレシピ 80 山ごはん研究会／編 山と溪谷社 T44  

レーズン酵母で作るプチパンとお菓子 少量作りだから初めてでも安心  

池田 愛実／著 文化学園文化出版局 T45  

私のてきとうなお菓子作り 溝呂木 一美／著 ワニブックス T46  

さばいていくっ！ きまぐれクック流魚さばきの楽しみ方  

きまぐれクック／著 KADOKAWA T48  

リノベとリフォームの、何ができない何ができるのすべてがわかる本 図解版 

主婦の友社／編 主婦の友社 T5  

庭にほしい木と草の本 食べるつかうあそぶ 草木屋／著 農山漁村文化協会 T6  

あんしん、やさしい最新妊娠・出産オールガイド  

妊娠超初期から産後ケアまでサポート ベビーカレンダー／著 新星出版 T8 

「ほんとのこと」は、親にはいえない 子どもの言葉を生み出す対話  

木村 泰子／著 家の光協会 T9  
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Ｓ 日野市や地域・行政に関する資料                                                

公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の解説  

公共用地補償研究会／編著 大成出版社 SW3  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

現代用語の基礎知識・別冊 2011→2020 3.11から 10年の日本列島  

自由国民社 R031  

統計図表レファレンス事典 犯罪事件・不正問題  

日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ R326.3  

国際連合世界人口年鑑 VOL.70(2019)  

国際連合経済社会局／編集 原書房 R358  

帰宅支援マップ 首都圏版 昭文社 R369.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用期間：令和３年度後期（令和３年１０月～令和４年 3 月） 

抽選日 ：令和３年 5 月３１日（月）１０：3０～ 

抽選場所：各図書館（中央図書館・高幡図書館・百草図書館） 

対象  ：市内在住・在勤・在学者が主催する非営利目的のグループ 

     （音楽など実技を伴う場合は利用できません） 

申込み ：5 月１日（土）～5 月２７日（木） 

     各図書館窓口（中央図書館・高幡図書館・百草図書館）へ 

     持参・郵送・FAX で申込。 

※郵送の場合は 5 月 27 日（木）必着。 

連絡先 ：中央 ☎ 586-0584  FAX : 586-0579 

高幡 ☎ 591-7322  FAX : 594-2655 

百草 ☎ 594-4646  FAX : 594-4647 

※お問い合わせは各図書館にお願いいたします。 

 

図書館集会室の抽選会のお知らせ 
 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『絵本のなかへ帰る』  髙村志保／著 岬書店 2021.2 
 

ラジオから流れてきた「しゃぼんだま」を歌っていたら、はっとした。もしかす

ると、こわれたのはしゃぼんだまではなかったのかもしれないと。 

昨日読み終えた本にも発見があった。茅野市で書店を営む志保さんの発見だ。自

分の家にある絵本なのに、図書館で同じ本を借りてくるこどもの気持ち。『つるに

ょうぼう』の絵が伝える、文章に書かれていない、つるにょうぼうの気持ち。『た

んじょうび』を読んで見つけた、見覚えのある猫。 

「昔はわからなかったことが、年を経てわかることがある。絵本は、大人になっ

て再読するとハッとすることばかりだ」。 

日々余裕がなく、周りが見えなくなっている。 

息を詰めて心配ごとばかりに気を取られて。発見 

の後の世界は少し違って見えた。ゆっくりいこう。 

自分らしくやろう。（H） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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館名 日付 時間 対象 

中央図書館 5 月 12 日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

5 月 27 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

高幡図書館 5 月 12 日(水) 

  

15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

日野図書館 5 月 19 日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

多摩平図書館 5 月 13 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

5 月 26 日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

百草図書館 5 月 19 日(水) 15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

平山図書館 5 月 20 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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曜日 時間 駐車場 住所 5 月 6 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

14：20～14：40 南平丘陵公園 南平 8-8-3 
 

6 日 

 

20 日 

  

 

3 日 

 

17 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 

7 日 

 

21 日  

4 日 

 

18 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 

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） 

12 日 

26 日 

9 日 

23 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：10～10：40 新井わかたけ公園 石田 270 

13 日 

 

27 日  

10 日 

 

24 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 

14 日 

 

28 日  

 

11 日 

 

25 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 5月・6 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。  

 


