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２０２1年 ８月 №264 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

8 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） 
2 日・16 日・23 日.30 日 

市政図書室（日曜日・祝日） 1 日・8 日・9 日・15 日・22 日・29 日 

 

今月のひろば 

P.2 たかはたブッククラブやるよ！ 

P.3  こんなに使える・便利「パスワード登録」 

P.4 新しく入った「大活字本」と「大人向け紙芝居」 

の紹介 

P.6 図書館に入った新しい本 

P.21 図書館員の本箱 

P.21 お問い合わせは、お近くの図書館へ 

P.22 夏休み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８日（日）の振替休日の
9 日（月）は開館します！ 

（市政図書室除く） 
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日にち：9 月 1 日（水） 

    10 月 6 日（水） 

    11 月 10 日（水） 

時間：午後 4 時～4 時 30 分 

場所：高幡図書館 

定員：先着 6 名（初参加優先） 

対象：小学生 

 

図書館窓口またはお電話にて受付 

※保護者の方の承諾が必要です 

 

 

8/１（日）～ 8/18（水）まで 

 

日野市立高幡図書館 

☎ 042-591-7322 

 

詳細 申込方法 

申込期限 

問い合わせ先・申込窓口 

⚫ 感染拡大状況によっては、ブッククラブを中止する場合がございます。

予めご了承ください。 

⚫ 感染症対策の詳細は、ホームページをご確認ください。 

新型コロナウイルス感染症対応について 

主催：日野市立図書館 

①おすすめの本紹介 

②図書館探検（クイズもあるよ） 

などを予定しています。 

3 日間参加可能で、 

保護者なしで OK な子 
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こんなに使える・便利「パスワード登録」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「パスワード登録」は各館の窓口で受け付けています。（移動図書館除く） 

※登録には日野市の図書館「利用者カード」が必要となります。 

 

快適な読書ライフを過ごすために 

「パスワード登録」ぜひ、お試しください。 

 

 
 

 

図書館のＨＰを便利にするパスワード。 

皆さんはもう登録したでしょうか？ 

「パスワード登録」すると図書館の HP でいろいろできるようになります♪ 

 

「パスワード登録」して図書館 HPからログインすると 

1. 「本の予約」…検索画面から予約できるようになります。 

2. 「予約状況確認」…予約した本がどんな状況か確認できます。 

3. 「貸出状況確認」…借りている本の状況が分かります。 

4. 「貸出延長」…借りている本の貸出期間を延長できます。 

（条件があります。） 

5. 「読書記録紹介」…読書記録を記録することで、借りたことのある

本の記録を確認することができるようになります。 

（期間は 1年間分・設定が必要です。） 

6. 「マイ本棚」…借りた本や気になる本等メモ帳的に書き込めます。 

7. 「新着図書お知らせサービス」…気になる本が図書館に新しく入っ

たときに知らせてくれます。 

（検索条件を設定しておく必要があります。） 

8. 「メールアドレス登録」…予約した本が図書館に準備できたとき等に

メールでお知らせすることができます。 
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新しく入った「大活字本」と 

「大人向け紙芝居」の紹介 
 

 

 

 

 

 

 

〈新しく入った大活字本〉 
 

『悪党の裔』（上・中・下） 北方 謙三／著 

『家守綺譚』 梨木 香歩／著 

『老いること暮らすこと』 平岩 弓枝／著 

『終わった人』（上・下） 内館 牧子／著 

『コンビニ人間』 村田 沙耶香／著 

『私本太平記 ８』（１～５分冊） 吉川 英治／著 

『常在戦場』（上・下） 火坂 雅志／著 

『戦国風流武士前田慶次郎』（１～５分冊） 

海音寺 潮五郎／著 

『千日のマリア』（上・下） 小池 真理子／著 

『闘う君の唄を』（上・下） 中山 七里／著 

『沈黙の町で』（上・中・下） 奥田 英朗／著 

『寺田屋騒動』（１～７分冊） 海音寺 潮五郎／著 

大活字本とは？ 

通常よりも大きく読みやすい字で印刷された本です。小説

を中心に、様々なジャンルが出版されています。ぜひご利

用ください。 
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◆◆◆大活字本（つづき）◆◆◆ 

『夏目漱石大活字本シリーズ 1 坊っちゃん』 

夏目 漱石／著 

『信長死すべし』（上・中・下） 山本 兼一／著 

『幕末入門』（上・下） 中村 彰彦／著 

『初恋温泉』 吉田 修一／著 

『花見ぬひまの』（上・下） 諸田 玲子／著 

『花宴』 あさの あつこ／著 

『無私の日本人』（上・下） 磯田 道史／著 

『林住期』 五木 寛之／著 

 

 

 

〈新しく入った大人向け紙芝居〉 
 

『名人伝』 中島 敦／原作 かどた 和之／画 

『最後の一句』 森 鷗外／原作 かどた 和之／画 

『鼻』 芥川 龍之介／原作 松井 春子／画 

『山椒大夫』 森 鷗外／原作 森 鷗外／原作 

『野菊の墓』 伊藤 左千夫／原作 かどた 和之／画 

『山月記』 中島 敦／原作 坪田 伸一／画 

『トロッコ』 芥川 龍之介／原作 水谷 優子／画 

『恩讐の彼方に』 菊池 寛／原作 かずのこ／画 

『夢十夜』 夏目 漱石／原作 かどた 和之／画 

『裸川』 太宰 治／原作 酒井 ゆきお／画 
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    図書館に入った 新 し い 本 
5月 28日から 6月 29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                                       

最後に殘るのは本 67人の書物隨想録 工作舎／編 工作舎 019  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

<世界史>の哲学 近代篇２ 大澤 真幸／著 講談社 102  

体験の哲学 地上最強の人生に役立つ哲学活用法 飲茶／著 ポプラ社 104/ﾔ 

哲学者・木田元 編集者が見た稀有な軌跡 大塚 信一／著 作品社 121.9  

バイアスとは何か 藤田 政博／著 筑摩書房 141.5  

還暦からの人生戦略 最高の人生に仕上げる“超実践的”ヒント 

 佐藤 優／著 青春出版社 159  

廃仏毀釈 寺院・仏像破壊の真実 畑中 章宏／著 筑摩書房 180.21  

大乗仏教の誕生 「さとり」と「廻向」 梶山 雄一／著 講談社 181  

幸いをいただきまして このひとときを大切に 塩沼 亮潤／著 幻冬舎 188.5  

１００語でわかる旧約聖書 トーマス・レーマー／著 白水社 193.1  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

変わる日本史の通説と教科書 本郷 和人／著 宝島社 210.1  

発掘された日本列島 2021 調査研究最前線 文化庁／編 共同通信社 212  

埴輪は語る 若狭 徹／著 筑摩書房 212  

古代史講義 氏族篇 佐藤 信／編 筑摩書房 213  

室町は今日もハードボイルド 日本中世のアナーキーな世界 

清水 克行／著 新潮社 214.6  

沖縄戦の子どもたち 川満 彰／著 吉川弘文館 217.5  

国民義勇戦闘隊と学徒隊 隠蔽された「一億総特攻」  

斉藤 利彦／著 朝日新聞出版 217.5  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

スコットランド通史 政治・社会・文化 木村 正俊／著 原書房 233.2  

辻政信の真実 失踪 60年-伝説の作戦参謀の謎を追う  

前田 啓介／著 小学館 281/ﾂ 

スターリン 独裁者の新たなる伝記  

オレーク・V.フレヴニューク／著 白水社 289.8/ｽ 

地理マニアが教える旅とまち歩きの楽しみ方 作田 龍昭／著 ベレ出版 290  

世界のすごい島３００  

多彩な魅力あふれる世界と日本の島々を旅の雑学とともに解説  

地球の歩き方編集室／編集 地球の歩き方 290.9  

首都圏からの日帰り温泉 2021 昭文社 291  

日帰り温泉 2021 東海・北陸 信州 昭文社 291  

道の駅旅案内全国地図 2021年度版最終号 ゼンリン 291  

遊んで、食べて、癒されてタイ・プーケットへ  

鈴木 さくらこ／著 イカロス出版 292.37  

インドを旅する５５章 宮本 久義／編著 明石書店 292.5  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

超空気支配社会 辻田 真佐憲／著 文藝春秋 304/ﾂ 

日本人はもっと幸せになっていいはずだ 前田 日明／著 サイゾー 304/ﾏ 

WORLD RESET 2021大暴落にむかう世界 宮崎 正弘／著 ビジネス社 304/ﾐ 

官邸の暴走 古賀 茂明／著 KADOKAWA 312.1  

金正恩と金与正 牧野 愛博／著 文藝春秋 312.21  

中国共産党、その百年 石川 禎浩／著 筑摩書房 312.22  

香港危機の７００日全記録 益満 雄一郎／著 筑摩書房 312.22  

私たちの真実 アメリカン・ジャーニー カマラ・ハリス／著 光文社 312.53  

「自由」の危機 息苦しさの正体 藤原 辰史／ほか著 集英社 316.1  

１４歳から考えたいレイシズム アリ・ラッタンシ／著 すばる舎 316.8  

ホワイト・フラジリティ 私たちはなぜレイシズムに向き合えないのか？  

ロビン・ディアンジェロ／著 明石書店 316.85  

ハダカの東京都庁 澤 章／著 文藝春秋 318.23  
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新・日英同盟と脱中国 新たな希望 馬渕 睦夫／著 ワニブックス 319.1  

マオとミカド 日中関係史の中の「天皇」 城山 英巳／著 白水社 319.1  

憲法と国家の理論 清宮 四郎／著 講談社 323  

消費ミニマリズムの倫理と脱資本主義の精神 橋本 努／著 筑摩書房 331.1  

資本主義だけ残った 世界を制するシステムの未来  

ブランコ・ミラノヴィッチ／著 みすず書房 332  

コロナ後を生きる逆転戦略 縮小ニッポンで勝つための 30カ条 

 河合 雅司／著 文藝春秋 332.1  

超加速経済アフリカ LEAPFROGで変わる未来のビジネス地図 

 椿 進／著 東洋経済新報社 332.4  

サイバースパイが日本を破壊する 中国の「見えない侵略」！ 

 井上 久男／著 ビジネス社 333.6  

仕方なくパートで働く普通の主婦が起業する本  

小桧山 美由紀／著 総合法令出版 335  

フリーランス六法 独立から契約、保険、確定申告まで  

フリーランスの働き方研究会／著 青春出版社 335  

SFプロトタイピング SFからイノベーションを生み出す新戦略 

 宮本 道人／監修・編著 早川書房 336.1  

今すぐ使えるかんたん Excel 文書作成完全(コンプリート)ガイドブック困った解

決＆便利技 2019/2016/2013/365対応版 稲村 暢子／著 技術評論社 336.5  

みんなの金融 良い人生と善い社会のための金融論  

駒村 康平／編著 新泉社 338  

図解わかる住宅ローン 2021-2022年版 浅井 秀一／著 新星出版社 338.7  

図解わかる生命保険 2021-2022年版  

ライフプラン研究会／編著 新星出版社 339.4  

世界なんでもランキング 地球の歩き方的！  

地球の歩き方編集室／著 地球の歩き方 350  

移住。 成功するヒント 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 365.3  

 

 

 

◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

ゴミ清掃芸人の働き方解釈 滝沢 秀一／著 集英社インターナショナル 366  

業界と職種がわかる本 '23年版 自分に合った業界・職種をみつけよう！  

岸 健二／編 成美堂出版 366.2  

こう動く！就職活動オールガイド '23年版 高嶌 悠人／監修 成美堂出版 366.2  

我は、おばさん 岡田 育／著 集英社 367.2  

男尊女卑 法の歴史と今後 成清 弘和／著 明石書店 367.21  

別れてもふたりで子育て 離婚の新常識！ しばはし 聡子／著 笑がお書房 367.4  

みんな自分らしくいるためのはじめての LGBT  

遠藤 まめた／著 筑摩書房 367.6  

こだわりのポイントはココ！からだを正しく使った移動・移乗技術 

 竹田 幸司／著 中央法規出版 367.9  

最新図解スッキリわかる！介護保険 基本としくみ、制度の今とこれから  

本間 清文／編著 ナツメ社 367.9  

図解わかる定年前後の手続きのすべて 2021-2022年版  

中尾 幸村／著 新星出版社 367.9  

戦前昭和の猟奇事件 小池 新／著 文藝春秋 368.6  

社会福祉士・精神保健福祉士になるには 田中 英樹／編著 ぺりかん社 369  

防災ハンドメイド 100均グッズで作れちゃう！ 辻 直美／著 KADOKAWA 369.3  

つながり続けるこども食堂 湯浅 誠／著 中央公論新社 369.4  

どの子も違う 才能を伸ばす子育て潰す子育て  

中邑 賢龍／筆 中央公論新社 370.4/ﾅ 

東京藝大美術学部究極の思考  

増村 岳史／著 クロスメディア・パブリッシング 377.21  

野生のごちそう 手つかずの食材を探す旅  

ジーナ・レイ・ラ・サーヴァ／著 亜紀書房 383.8  

ヘアヌードの誕生 芸術と猥褻のはざまで陰毛は揺れる  

安田 理央／著 イースト・プレス 384.7  

オオカミは大神 ２ 狼像をめぐる旅 青柳 健二／著 天夢人 387  

戦争の新しい１０のルール 慢性的無秩序の時代に勝利をつかむ方法 

 ショーン・マクフェイト／著 中央公論新社 391  
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４００ 科学・生物・医学                                                                    

教科書の外で出会う、ぼくらの身のまわりの理科  

うえたに夫婦／著 河出書房新社 400  

科学と社会へ望むこと 池内 了／著 而立書房 404/ｲ 

円周率πの世界 数学を進化させた「魅惑の数」のすべて  

柳谷 晃／著 講談社 414.1 

爆発する宇宙 138億年の宇宙進化 戸谷 友則／著 講談社 443.9  

地学大図鑑 田近 英一／監修 ニュートンプレス 450  

気候崩壊 次世代とともに考える 宇佐美 誠／著 岩波書店 451.8  

生きている化石図鑑 すばらしき「名品」生物たち 土屋 健／著 笠倉出版社 457  

生命海流 GALAPAGOS 福岡 伸一／著 朝日出版社 462.55  

ダニが刺したら穴２つは本当か？ 島野 智之／著 風濤社 485.7  

蝶はささやく 鱗翅目とその虜になった人びとの知られざる物語 

 ウェンディ・ウィリアムズ／著 青土社 486.8  

武器を持たないチョウの戦い方 ライバルの見えない世界で 

 竹内 剛／著 京都大学学術出版会 486.8  

ウミガメは 100キロ沖で恋をする 

 絶滅から救うため「ウミガメ保護」と 45年間闘ってきた男の全記録 

 菅沼 弘行／著 方丈社 487.9  

ツバメのせかい 長谷川 克／著 緑書房 488.9  

猫が歩いた近現代 化け猫が家族になるまで  

真辺 将之／著 吉川弘文館 489.5  

キリンの保育園 タンザニアでみつめた彼らの仔育て  

齋藤 美保／著 京都大学学術出版会 489.8  

生きるための安楽死 オランダ・「よき死」の現在  

シャボットあかね／著 日本評論社 490.15  

僕だって、大丈夫じゃない 

 それでも互いに生かし生かされる、僕とあなたの平凡な日々 

 キム シヨン／著 キネマ旬報社 490.4/ｷ 

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  

病気の科学知識 身近な感染症からがんまで今知りたい病気がよくわかる  

ニュートンプレス 492  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

不腸リセット 自律神経が整う！身体が生まれ変わる！  

江田 証／監修 ナツメ社 493.46  

第三の精神医学 人間学が癒やす身体・魂・霊 濱田 秀伯／著 講談社 493.7  

あなたの隣の精神疾患 春日 武彦／著 集英社インターナショナル 493.72  

壊れた脳と生きる 高次脳機能障害「名もなき苦しみ」の理解と支援 

鈴木 大介／著 筑摩書房 493.73  

「死にたい」の根っこには自己否定感がありました。 

妻と夫、この世界を生きてゆく 咲 セリ／著 ミネルヴァ書房 493.76  

疫病の精神史 ユダヤ・キリスト教の穢れと救い  

竹下 節子／著 筑摩書房 493.8  

結石・胆石「体の石」を自分で防ぐ、治す最善の知恵とコツ 

 体験が証明「激痛が解消！」「石がスルッと落ちた！」 

 栗原 毅／監修 主婦の友社 494.94  

耳が遠くなった？と思ったら読む本 耳鼻咽喉科の名医と“きこえ”のプロが教える 

 市村 恵一／著 マガジンハウス 496.6  

GENIUS LIFE 万全の体調で生き抜く力  

マックス・ルガヴェア／著 東洋経済新報社 498.3  

イタリアからの手紙 コロナと闘う医療従事者たちの声  

ラッファエーレ・ブルーノ／著 ハーパーコリンズ・ジャパン 498.6  

報道記録新型コロナウイルス感染症  

読売新聞東京本社調査研究本部／編 読売新聞東京本社 498.6 

医薬品業界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  

松宮 和成／著 技術評論社 499  

くすりの事典 2022年版 病院からもらった薬がよくわかる 

 片山 志郎／監修 成美堂出版 499.1  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

脱炭素時代を生き抜くための「エネルギー」入門  

齋藤 勝裕／著 実務教育出版 501.6  

CADが一番わかる CADの操作や機能から産業との関わりまで 

 大高 敏男／著 技術評論社 501.8  
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◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 

土木の仕事ガイドブック 日常をつくるプロフェッショナル 

 柴田 久／編著 学芸出版社 510.9  

環境専門家になるには 小熊 みどり／著 ぺりかん社 519  

POOL 世界のプールを巡る旅 

 クリストファー・ビーンランド／編 青幻舎インターナショナル 526  

ゼロトラスト Googleが選んだ最強のセキュリティー  

勝村 幸博／著 日経 BP 547.4  

ネット企業はなぜ免責されるのか 言論の自由と通信品位法 230条  

ジェフ・コセフ／著 みすず書房 548.3  

はじめての今さら聞けないインスタグラム 吉岡 豊／著 秀和システム 548.3  

膨張 GAFA との闘い デジタル敗戦霞が関は何をしたのか  

若江 雅子／著 中央公論新社 548.3  

アプリケーションエンジニアになるには 小杉 眞紀／著 ぺりかん社 548.5  

ショートカットキー超(スーパー)事典 最強パソコン時短術  

リンクアップ／著 技術評論社 548.7  

よくわかる最新発酵の基本と仕組み 昔ながらの発酵から現代の発酵までを知る 

齋藤 勝裕／著 秀和システム 588.5  

ワイン完全バイブル 井手 勝茂／監修 ナツメ社 588.5  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

最強に面白い！！単位と法則 ニュートンプレス 609  

カラー図鑑野菜の秘密 利用法・効能・歴史・伝承  

ジル・デイヴィーズ／著 西村書店 626  

野生動物医学への挑戦 寄生虫・感染症・ワンヘルス  

浅川 満彦／著 東京大学出版会 649.4  

江戸式マーケ 400年前なのに最先端！ 川上 徹也／著 文藝春秋 675  

お金持ちになりたければ「超(スーパー)」成長株を買いなさい。 

スガシタ式銘柄選択の極意 菅下 清廣／著 実務教育出版 676.3  

はっしゃん式成長株集中投資で３億円 

 普通の会社員でも 10万円から始められる！ はっしゃん／著 総合法令出版 676.3  
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◆◆◆６００ 産業・交通・通信（つづき）◆◆◆ 

リニア新幹線と南海トラフ巨大地震 「超広域大震災」にどう備えるか  

石橋 克彦／著 集英社 686.21  

パッケージツアーの文化誌 吉田 春生／著 草思社 688.21  

おかえりモネ Part1 連続テレビ小説 安達 奈緒子／作 NHK出版 699.9  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

聖母の美術全史 信仰を育んだイメージ 宮下 規久朗／著 筑摩書房 702  

美術は宗教を超えるか 宮下 規久朗／著 PHP研究所 702.3  

原典イタリア・ルネサンス芸術論 上・下  

池上 俊一／監修 名古屋大学出版会 702.37  

深大寺の白鳳仏 武蔵野にもたらされた奇跡の国宝  

貴田 正子／著 春秋社 718.5  

あんなにあんなに ヨシタケ シンスケ／著 ポプラ社 726.5  

筆ペンだからすぐ描けるほっこり絵てがみ 岩井 正人／著 日本文芸社 726.5  

もっと知りたい川瀬巴水と新版画 滝沢 恭司／著 東京美術 733  

カッコいいスナップ写真の撮り方 野寺 治孝／著 玄光社 743  

ドキュメンタリーカメラマンが伝授する映像撮影ワークショップ 

 板谷 秀彰／著 玄光社 746.7  

経済はロックに学べ！ アラン・B.クルーガー／著 ダイヤモンド社 760.6  

幻の弦楽器ヴィオラ・アルタを追い求めて 平野 真敏／著 河出書房新社 763.4  

ザ・ビートルズ最後のレコーディング 

 ソリッドステート(トランジスター)革命とアビイ・ロード 

 ケネス・ウォマック／著 DU BOOKS 764.7  

２７クラブ  

ブライアン・ジョーンズ、ジミ・ヘンドリクス、ジャニス・ジョプリン、ジム・モ

リソン、カート・コバーン、エイミー・ワインハウス ハワード・スーンズ／著  

作品社 764.7  

演劇入門 生きることは演じること 鴻上 尚史／著 集英社 770.4/ｺ 

見えないものを探す旅 旅と能と古典 安田 登／著 亜紀書房 773  

花歌舞伎徒然草(よもやまばなし) 夢枕 獏／著 河出書房新社 774  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

昭和の映画絵看板 看板絵師たちのアートワーク  

岡田 秀則／監修 トゥーヴァージンズ 778.2  

ウディ・アレン追放 猿渡 由紀／著 文藝春秋 778.28/ｱ 

簡単なのに人を惹き付けるマジック ストーリーとイラスト解説でよくわかる 

ひろむ／著 KADOKAWA 779.3  

ナチスの森で オリンピア 1936 沢木 耕太郎／著 新潮社 780.6  

バレーボール 高橋 宏文／著 ベースボール・マガジン社 783.2  

落合博満論 ねじめ 正一／著 集英社 783.7  

尾瀬と周辺の山をあるく 2021 JTBパブリッシング 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  

論理パズル１００ 世界の名作から現代の良問まで  

小野田 博一／著 講談社 798  

 

８００ 語学                                                        

通訳者たちの見た戦後史 月面着陸から大学入試まで  

鳥飼 玖美子／著 新潮社 801.7  

基礎からレッスンはじめてのインドネシア語 イラストでパッと見てわかる！  

欧米・アジア語学センター／著 ナツメ社 829.42  

ハワイ語で話そう 古川 敏明／著 白水社 829.45  

フランス語の ABC 数江 譲治／著 白水社 850  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

クヌギ林の妖怪たち 童話作家・富安陽子の世界 斉藤 洋／著 講談社 909/ﾄ 

ようこそ地獄、奇妙な地獄 星 瑞穂／著 朝日新聞出版 910.2  

教科書と近代文学 「羅生門」「山月記」「舞姫」「こころ」の世界  

日本近代文学館／編 秀明大学出版会 910.26  

夏井いつきの俳句道場 夏井 いつき／著 NHK出版 911.3  

どこからか言葉が 谷川 俊太郎／著 朝日新聞出版 911.5/ﾀ 
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９１３．６ 日本の小説                                                                 

星に祈る あさの あつこ／著 PHP研究所 913.6/ｱｻﾉ 

ブラック・チェンバー・ミュージック 阿部 和重／著 毎日新聞出版 913.6/ｱﾍ 

光をえがく人 一色 さゆり／著 講談社 913.6/ｲﾂｼ 

水よ踊れ 岩井 圭也／著 新潮社 913.6/ｲﾜｲ 

海辺の金魚 小川 紗良／著 ポプラ社 913.6/ｵｶﾜ 

流転の中将 奥山 景布子／著 PHP研究所 913.6/ｵｸﾔ 

うらんぼんの夜 川瀬 七緒／著 朝日新聞出版 913.6/ｶﾜｾ 

宗棍 今野 敏／著 集英社 913.6/ｺﾝﾉ 

梅花下駄 佐伯 泰英／著 文藝春秋 913.6/ｻｴｷ 

雨の日は、一回休み 坂井 希久子／著 PHP研究所 913.6/ｻｶｲ 

琥珀の夏 辻村 深月／著 文藝春秋 913.6/ﾂｼﾑ 

雨夜の星たち 寺地 はるな／著 徳間書店 913.6/ﾃﾗﾁ 

VIVY Prototype ２ 長月 達平／著 マッグガーデン 913.6/ﾅｶﾂ 

マルチの子 西尾 潤／著 徳間書店 913.6/ﾆｼｵ 

ランチ酒 ３ 原田 ひ香／著 祥伝社 913.6/ﾊﾗﾀ 

野球が好きすぎて 東川 篤哉／著 実業之日本社 913.6/ﾋｶｼ 

還らざる聖域 樋口 明雄／著 角川春樹事務所 913.6/ﾋｸﾁ 

星影さやかに 古内 一絵／著 文藝春秋 913.6/ﾌﾙｳ 

プリンス 真山 仁／著 PHP研究所 913.6/ﾏﾔﾏ 

まりも日記 真梨 幸子／著 講談社 913.6/ﾏﾘ 

俺達の日常にはバッセンが足りない 三羽 省吾／著 双葉社 913.6/ﾐﾂﾊ 

インタヴュー・ウィズ・ザ・プリズナー 皆川 博子／著 早川書房 913.6/ﾐﾅｶ 

姉の島 村田 喜代子／著 朝日新聞出版 913.6/ﾑﾗﾀ 

母親病 森 美樹／著 新潮社 913.6/ﾓﾘ 

JAGAE 織田信長伝奇行 夢枕 獏／著 祥伝社 913.6/ﾕﾒﾏ 

黒牢城 Arioka Citadel case 米澤 穂信／著 KADOKAWA 913.6/ﾖﾈｻ 

緊急事態下の物語 尾崎 世界観／著 河出書房新社 913.6 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

犬もどき読書日記 石山 蓮華／著 晶文社 914.6/ｲｼﾔ 
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◆◆◆９１４．６～９１７ 日本のエッセイ（つづき）◆◆◆ 

鬱屈精神科医、怪物人間とひきこもる  

春日 武彦／著 キネマ旬報社 914.6/ｶｽｶ 

あんたはエライ！ 小松 政夫／著 さくら舎 914.6/ｺﾏﾂ 

「あいだ」の思想 セパレーションからリレーションへ  

高橋 源一郎／著 大月書店 914.6/ﾀｶﾊ 

お姫様と名建築 嶽本 野ばら／著 エクスナレッジ 914.6/ﾀｹﾓ 

生きづらさにまみれて 姫野 桂／著 晶文社 914.6/ﾋﾒﾉ 

わたしはドレミ 平野 恵理子／著 亜紀書房 914.6/ﾋﾗﾉ 

重ねる時間 辺見 えみり／著 大和書房 914.6/ﾍﾝﾐ 

ぼくのお父さん 矢部 太郎／著 新潮社 914.6/ﾔﾍ 

養老先生のさかさま人間学 養老 孟司／著  

ミチコーポレーションぞうさん出版事業部 914.6/ﾖｳﾛ 

作家と犬 平凡社編集部／編 平凡社 914.6 

伊藤整日記 ４ 伊藤 整／著 平凡社 915.6/ｲﾄｳ 

清六の戦争 ある従軍記者の軌跡 伊藤 絵理子／著 毎日新聞出版 916/ｲﾄｳ 

わが米本土爆撃 藤田 信雄／著 毎日ワンズ 916/ﾌｼﾀ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

声をあげます チョン セラン／著 亜紀書房 929.1/ﾁ 

あたしだけ何も起こらない “その年”になったあなたに捧げる日常共感書  

ハン ソルヒ／著 キネマ旬報社 929.1/ﾊ 

波 新訳版 ヴァージニア・ウルフ／著 早川書房 933/ｳ 

こうしてあなたたちは時間戦争に負ける  

アマル・エル＝モフタール／著 早川書房 933/ｴ 

蜂の物語 ラリーン・ポール／著 早川書房 933/ﾎ 

死人街道 ジョー・R.ランズデール／著 新紀元社 933/ﾗ 

帰還兵の戦争が終わるとき 歩き続けたアメリカ大陸 

2700マイル トム・ヴォス／著 草思社 934/ｳ 

ランボーはなぜ詩を棄てたのか  

奥本 大三郎／著 集英社インターナショナル 950.2/ﾗ 
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Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

８６-エイティシックス- Ep.10 安里 アサト／著 KADOKAWA BN/ｱｻ 

むすび橋 結実の産婆みならい帖 五十嵐 佳子／著 朝日新聞出版 BN/ｲｶ 

桃太郎姫百万石の陰謀 井川 香四郎／著 実業之日本社 BN/ｲｶ 

おっさんたちの黄昏商店街 ２ 池永 陽／著 潮出版社 BN/ｲｹ 

満月の奏 初代北町奉行米津勘兵衛 2 岩室 忍／著 祥伝社 BN/ｲﾜ 

七つの魔剣が支配する ７ 宇野 朴人／著 KADOKAWA BN/ｳﾉ 

銀行支店長、泣く 江上 剛／著 実業之日本社 BN/ｴｶ 

熱血一刀流 ４ 岡本 さとる／著 角川春樹事務所 BN/ｵｶ 

金四郎の妻ですが ３ 神楽坂 淳／著 祥伝社 BN/ｶｸ 

鴨川食堂ごちそう 柏井 壽／著 小学館 BN/ｶｼ 

わるじい慈剣帖 ６ 風野 真知雄／著 双葉社 BN/ｶｾ 

かぎ縄おりん 金子 成人／著 小学館 BN/ｶﾈ 

出雲のあやかしホテルに就職します 10 硝子町 玻璃／著 双葉社 BN/ｶﾗ 

傭兵団の料理番 12 川井 昻／著 主婦の友インフォス BN/ｶﾜ 
ソードアート・オンラインプログレッシブ ８ 川原 礫／著 KADOKAWA BN/ｶﾜ 

ユア・フォルマ ２ 菊石 まれほ／著 KADOKAWA BN/ｷｸ 

思い出菓子市 お江戸甘味処谷中はつねや 3 倉阪 鬼一郎／著 幻冬舎 BN/ｸﾗ 

KEEP OUT １・２ 黒崎 視音／著 徳間書店 BN/ｸﾛ 

彼方の悪魔 小池 真理子／著 双葉社 BN/ｺｲ 

名もなき剣 義賊・神田小僧 4 小杉 健治／著 幻冬舎 BN/ｺｽ 

色にいでにけり 江戸彩り見立て帖 坂井 希久子／著 文藝春秋 BN/ｻｶ 

福来 照れ降れ長屋風聞帖 13 坂岡 真／著 双葉社 BN/ｻｶ 

へぼ侍 坂上 泉／著 文藝春秋 BN/ｻｶ 

ブラックツイン ２ 沢里 裕二／著 双葉社 BN/ｻﾜ 

姉さま河岸見世相談処 未練づくし 志坂 圭／著 早川書房 BN/ｼｻ 

蛇含草 小烏神社奇譚 3 篠 綾子／著 幻冬舎 BN/ｼﾉ 

お勝手のあん ４ 柴田 よしき／著 角川春樹事務所 BN/ｼﾊ 

ひげを剃る。そして女子高生を拾う。 ５ しめさば／著 KADOKAWA BN/ｼﾒ 

絶対惨酷博覧会 都筑道夫短篇コレクション  

都筑 道夫／著 河出書房新社 BN/ﾂｽ 

鬼同心と不滅の剣 ２ 藤堂 房良／著 コスミック出版 BN/ﾄｳ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

秘剣の名医 ９ 蘭方検死医沢村伊織 永井 義男／著 コスミック出版 BN/ﾅｶ 

大江戸少女カゲキ団 ４ 中島 要／著 角川春樹事務所 BN/ﾅｶ 

十津川警部郷愁のミステリー・レイルロード  

西村 京太郎／著 徳間書店 BN/ﾆｼ 

拙者、妹がおりまして １ 馳月 基矢／著 双葉社 BN/ﾊｾ 

幻の将軍 御庭番の二代目 16 氷月 葵／著 二見書房 BN/ﾋｽ 

茶筅の旗 藤原 緋沙子／著 新潮社 BN/ﾌｼ 

偽坊主 新・知らぬが半兵衛手控帖 13 藤井 邦夫／著 双葉社 BN/ﾌｼ 

菓子屋横丁月光荘 ４ ほしお さなえ／著 角川春樹事務所 BN/ﾎｼ 

女副署長 ２ 松嶋 智左／著 新潮社 BN/ﾏﾂ 

虚ろなるレガリア １ 三雲 岳斗／著 KADOKAWA BN/ﾐｸ 

江戸の旋風 北風侍寒九郎 7 森 詠／著 二見書房 BN/ﾓﾘ 

神保町・喫茶ソウセキ文豪カレーの謎解きレシピ  

柳瀬 みちる／著 宝島社 BN/ﾔﾅ 

忍者月影抄 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 

入舟長屋のおみわ ２ 江戸美人捕物帳 山本 巧次／著 幻冬舎 BN/ﾔﾏ 

独眼竜と会津の執権 吉川 永青／著 幻冬舎 BN/ﾖｼ 

焼き天ぷら 料理人季蔵捕物控 41 和田 はつ子／著 角川春樹事務所 BN/ﾜﾀ 

神様の罠 辻村 深月／著 文藝春秋 BN  

なみだ 朝日文庫時代小説アンソロジー 細谷 正充／編 朝日新聞出版 BN  

日本推理作家協会賞受賞作家傑作短編集 １１・１２ 双葉社 BN  

もう一杯、飲む？ 角田 光代／著 新潮社 BN  

アルプスの少女ハイジ ヨハンナ・シュピリ／著 光文社 B/ｽﾋ 

美しき野生 上・下 フィリップ・プルマン／著 新潮社 B/ﾌﾙ 

寒慄 アリー・レナルズ／著 早川書房 B/ﾚﾅ 

カルタン人の葛藤 宇宙英雄ローダン・シリーズ 642  

H.G.エーヴェルス／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

生命ゲームの勝者 宇宙英雄ローダン・シリーズ 643  

クルト・マール／著 早川書房 B/ﾛﾀ 
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Ｔ 暮らし                                                

業務スーパーに行こう！ 2021 双葉社 T0  

知らないと損をする男の礼儀作法 諏内 えみ／著 SBクリエイティブ T0  

みんなの買い物大全 いま見直したい！食材の買いグセ  

心地よい暮らし研究会／著 ワニブックス T0  

６０歳からのお楽しみ生活 中山 庸子／著 海竜社 T0  

私にうれしい雑貨と家電ベストアイテム 宝島社 T0  

CHECK＆STRIPEの子ども服ソーイング・ナーサリー  

CHECK＆STRIPE／著 文化学園文化出版局 T11  

ハンドメイドのかんたん子ども服 2021夏 90-120cm ブティック社 T11  

ゆったりステキな、シニアのワンピース ブティック社 T11  

かぎ針編み刺しゅう糸で編むミニチュア恐竜図鑑 アップルミンツ T13  

レトロかわいいかぎ針編みのエコたわし 日本ヴォーグ社 T13  

はじめてのアイリッシュ・クロッシェレースモチーフ１００  

河合 真弓／著 日本ヴォーグ社 T14  

おうちで楽しい布ぞうり リメイクでエコな暮らし  

市ノ瀬 絵里子／著 日本ヴォーグ社 T19  

かぎ針で編む子どものおままごと TOY アップルミンツ T19  

縫わずに作れる立体マスコット＆リボン小物  

RINOSU 古田ひろこ／著 KADOKAWA T19  

イヌのカラダにいいこと事典 ウチのワンコが長生きする！  

臼杵 新／監修 世界文化社 T3  

ネコが長生きする処方箋 専門医が教える本当の健康と幸せ 

 南部 美香／著 東京新聞 T3  

父ちゃんの料理教室 辻 仁成／著 大和書房 T40  

くたびれないごはんづくり  「手をかけておいしく」から「かんたんでおいしく」へ 

婦人之友社編集部／編 婦人之友社 T41  

Chef Ropiaのまかない帖 

 身近な食材でサッと作れて最高にウマいプロがうなるプロの味 

 小林 諭史／著 大和書房 T41  

やわらかとろけるいとしのゼリー   

ゼラチン、アガー、寒天を一年中楽しむ 61レシピ 本間 節子／著 主婦の友社 T46  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

おいしい！かんたん！オートミールでキレイやせレシピ  

大越 郷子／著 新星出版社 T49  

ポール・スミザーの「これからの庭」 ポール・スミザー／著 主婦の友社 T6  

最新 Go！Go！トイレトレーニング おむつが卒業できちゃった！ 

 主婦の友社 T8  

子どもの幸せを一番に考えるのをやめなさい  

陰山 英男／著 SBクリエイティブ T9  

保健室の先生だけが知っている子育て 渡邊 真亀子／著 総合法令出版 T9  

 

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

幕末維新英傑伝 菅野 覚明／著 ミネルヴァ書房 SB5.4  

公文書管理法を理解する 自治体の文書管理改善のために 

 小谷 允志／編著 日外アソシエーツ SG7  

減価償却資産の耐用年数表 令和３年版  

納税協会連合会編集部／編 納税協会連合会 SH5  

生涯学習・社会教育行政必携 令和４年版  

生涯学習・社会教育行政研究会／編集 第一法規 SU9  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

外資系企業総覧 2021 東洋経済新報社 R335.4  

日本国勢図会 2021/22 日本がわかるデータブック  

矢野恒太記念会／編集 矢野恒太記念会 R351  

気象業務はいま 2021 気象庁／編集 研精堂印刷 R451  

国民健康・栄養の現状  

令和元年 令和元年厚生労働省国民健康・栄養調査報告より  

医薬基盤・健康・栄養研究所／監修 第一出版 R498.5  

大きな字で読む常用辞典 国語・カタカナ語  

三省堂編修所／編 三省堂 R813.1  

アンソロジー内容総覧 1946-2020 外国の詩歌  

日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ R903.1  
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『教室に並んだ背表紙』 相沢 沙呼／著 集英社 2020.12 

 

あなたは中学生時代、どんな毎日を過ごしていましたか。私はこの本を読んで中学

生独特の繊細な気持ちを思い出しました。ここに出てくるような図書室や司書の先生

と出会っていたら、今とは人生が変わっていたかもしれません。 

 この本は六つの連作短編からなる一冊です。それぞれは短い話ですが登場人物が絡

み合って繋がっています。ちょっとした謎もあり、読み終えてからまた振り返って読

み返したくなります。特に気に入ったのは二作目の「しおりを滲ませて、めくる先」

です。図書室の本の間から古びた手紙が出てきました。「未来のわたしは、夢を叶える

ことができていますか？」という文で始まる将来の夢について書かれた手紙でした。

これを書いた人は女優になることを望んでいました。その夢を叶えることができたの

か、主人公は司書の先生と勝負をします。さてその結果は・・・。（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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＊0・1・2 才／3 才～未就学児のおはなし会は当日先着順です。 

＊＊小学生のおはなし会は、7 月 17 日（土）10 時から 

 各館に電話または来館で保護者の方がお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

実施館 日程 ＊0.1.2才 ＊３才～未就学児 ＊＊小学生 

高幡図書館 

（℡）591-7322 

8 月 4 日（水） 
15:00～15:15 

先着 5 組 

15:30～15:45 

先着５組 

16:00～16:20 

６名 要申込 

中央図書館 

（℡）586-0584 

8 月 11 日（水）  
15:30～15:45 

先着 5 組 

16:00～16:20 

５名 要申込 

8 月 26 日（木） 
10:30～10:45 

先着 5 組 
  

多摩平図書館 

（℡）583-2561 

8 月 12 日（木） 
10:30～10:45 

先着 5 組 
  

8 月 25 日（水）  
15:30～15:45 

先着 5 組 

16:00～16:20 

6 名 要申込 

日野図書館 

(℡)584-0467 

8 月 18 日（水）   
15:30～15:50 

5 名 要申込 

百草図書館 

(℡)594-4646 

8 月 18 日（水） 
15:00～15:15 

先着 4 組 

15:30～15:45 

先着 4 組 

16:00～16:20 

5 名 要申込 

平山図書館 

(℡)591-7772 

８月１9 日（木） 
10:30～10:45 

先着 3 組 
  

図書館に遊びに来てね！  

夏休みおはなし会 

 

0.1.2才と 3才～未就学児は 

おみやげつきだよ！ 

 

小学生には、夏にオススメの 

「ちょっとふしぎな本」を 

しょうかいするよ！ 

 

 ・感染症対策にご協力ください。 

・感染拡大状況によっては、中止する 

場合もあります。あらかじめご了承ください。 
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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 8 月 9 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：00～11：00 石田環境プラザ 石田 1-13-4 
5 日 

 

19 日 

2 日 

 

16 日 

14：20～14：40 南平丘陵公園 南平 8-8-3 

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 

6 日 

 

20 日  

3 日 

 

17 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） 

11 日 

25 日 

8 日

22 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：10～10：40 新井わかたけ公園 石田 270 

12 日 

 

26 日  

9 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 

13 日 

 

27 日  

10 日 

 

24 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 8月・9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。８月は通常通り巡回します。 


