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２０２１年 １０月 №266 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

１０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） 
4 日・11 日・18 日・25 日 

市政図書室（日曜日・祝日） 3 日・10 日・17 日・24 日・31 日 

 

今月のひろば 

P.2 ～中学生と作家の交流事業 2021～ 

探ってみよう!絵の魅力‼ 佐竹美保さん講演会 

P.3 病気や障害をお持ちの方へのサービスのご案内 

P.4 言葉を知る本の紹介 

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 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 
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病気や障害をお持ちの方へのサービスのご案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 録音図書・点訳図書の貸出をしています 

文字を読むことが不自由な方へ、CD やカセットテープになって

いる録音図書を貸し出しています。また、リクエストいただいた

本の中でまだ録音図書になっていないものは、日野市立図書館で

録音図書として製作します。点字をお使いの視覚障害の方へは点

訳図書をお届けすることもできます。 

 

２ 対面朗読 

文字を読むことが不自由な方へ、予約制により、中央図書館と高

幡図書館で対面朗読を行っています。対面朗読では、お読みにな

りたい本をその場で読み上げます。 

 

３ 点字講習、音声パソコン等の講習 

中途視覚障害者の方向けの点字指導と、視覚障害者向けの音声パ

ソコン講習等 IT 講習を行っています。目が見えなくても点字や

パソコンを覚えることで生活が便利になります。 

 

４ 本をお家にお届けします 

病気のために図書館に来ることが難しい方へ、ご希望の図書をご

自宅にお届けします。 
 

問い合わせ先 障害者サービス担当 ℡５８１－７６１２ 
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言葉を知る本の紹介 

現代はいろんな言葉が増え、そして使われなくなった言葉があります。 

パソコン用語やニュースで使われる言葉はなんとなく聞き覚えはあるけ

ど、意味はなんだっけ？ということありませんか。そんな言葉の疑問にお

答えする本を紹介します。 

 読書の秋のお供にいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その言葉、もう使われていませんよ  

 日本語倶楽部／編 河出書房新社  2021 年 

 

かつては使われていたが、今は使われていない言葉が幅広く網羅されています。 

医学科学用語、経済用語から国名まで使われなくなった経緯も詳しく説明してくれて

います。 

使ってもちょっと懐かしくて微笑ましいものもありますが、今は使ってはいけない

注意が必要なものもあり、勉強になります。 

時代とともに言葉も変化していくのだなとしみじみ感じる１冊です。 

 

最新基本パソコン用語事典 

 秀和システム編集本部／編著 秀和システム 2020 年 

 

情報社会は日々進化し、苦手な人にとってはついて行くのが本当に大変な世の中と

なりました。サポート業者の方に「ＯＳは何ですか？」などと聞かれて、なんだそれ？

となったこともあります。 

この本は最近新聞やニュースなどで耳にする「サブスクリプション」「ＩＯＴ」など

や、今では大体の人が知っているだろうと思われているような「ＯＳ」などの用語も掲

載されています。 

また、巻末のファイル形式一覧なども見やすくまとめられています。 

貸出可能の資料ですので、ゆっくりご覧いただけます。 
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『平成新語 出どこはどこ? 平成を象徴する言葉の「起源」!』 

 中村 三郎／著 柏書房 東京 2019 年 

 

平成の各年ごとに注目された新語の意味や語源をわかりやすくしかもシンプルニ

紹介しています。五十音順の索引付きです。「この言葉よく聞くけれどどんな意味だ

っけ？」と拾い読みしてみるのもおすすめですが、最初から最後まで読み通すことに

よって、改めて目まぐるしく変化した平成という時代を懐かしく振り返ることもでき

ます。 

 

 

いまどきのニホン語和英辞典 

 俗語・流行語・業界用語…なにげに使ってるコトバを英語にしてみる 

 デイヴィッド・P.ダッチャー／編著 研究社辞書編集部／編 2009 年  

  

出版は２００９年と古いですが「ヘタこく」「アラフォー」など、俗語・流行語・

ギョーカイ用語を紹介。当時、気がつくと使っている現代ニホン語を英語にしてい

る、笑える「ネタ系」和英辞典です。「日本、と英米の顔文字の違い」など、日英サ

ブカル系豆知識も収録しています。今では使われない言葉や懐かしい言葉に出会え

ます。 

新明解国語辞典 山田 忠雄／編 三省堂 2020 年 

 

2020 年 11 月に発行の第 8 版には「コロナウィルス」や「クラスター」「ロック

ダウン」などコロナ関連の言葉も取り上げられています。早くあんな事もあったと思

い出すようになりたいものです。 

また他にも「エビデンス」や「ダイバーシティー」など新たに 1500 語追加され

ています。 

読書好きの方には辞書を読むのがお好きな方も多いようで、実際この辞書を愛読書

としてテレビで紹介している方もいらっしゃいました。 

図書館では館内でご覧いただく資料となっています。中央図書館 2 階、高幡図書

館、日野図書館、多摩平図書館にて所蔵しています。 
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    図書館に入った 新 し い 本 
7月 29日から 8月 26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                                       

わたしのなつかしい一冊 池澤 夏樹／編 毎日新聞出版 019  

現代日本のブックデザイン史 1996-2020  

デザインスタイルから読み解く出版クロニクル  

長田 年伸／編 誠文堂新光社 022.5  

ブックセラーズ・ダイアリー スコットランド最大の古書店の一年 

 ショーン・バイセル／著 白水社 023.93  

世にも奇妙な博物館 未知と出会う 55スポット  

丹治 俊樹／著 みらいパブリッシング 069  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

アンガーマネジメント見るだけノート もう怒りで失敗しない！ 

 安藤 俊介／監修 宝島社 141.6  

妊娠・出産をめぐるスピリチュアリティ 橋迫 瑞穂／著 集英社 147  

心とからだの倫理学 エンハンスメントから考える  

佐藤 岳詩／著 筑摩書房 150.4/ｻ 

不安な時代をどう生きるか 本田 健／著 大和書房 159  

明日あるまじく候 勇気を与えてくれる言葉 細川 護煕／著 文藝春秋 159.8  

日本全国ねこの御朱印＆お守りめぐり 週末開運にゃんさんぽ 

 地球の歩き方編集室／編集 地球の歩き方 185.9  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

対決！日本史 ２ 安部 龍太郎／著 潮出版社 210.4/ｱ 

逆説の日本史 26 井沢 元彦／著 小学館 210.4/ｲ 

土偶手帖 おもしろ土偶と縄文世界遺産 譽田 亜紀子／著 世界文化社 212  

日本の先史時代 旧石器・縄文・弥生・古墳時代を読みなおす 

 藤尾 慎一郎／著 中央公論新社 212 
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

日本列島四万年のディープヒストリー 先史考古学からみた現代 

 森先 一貴／著 朝日新聞出版 212  

女たちの壬申の乱 水谷 千秋／著 文藝春秋 213.4  

刀伊の入寇 平安時代、最大の対外危機 関 幸彦／著 中央公論新社 213.7  

外来植物が変えた江戸時代 里湖・里海の資源と都市消費 

 佐野 静代／著 吉川弘文館 215  

徳川幕府の資金繰り 安藤 優一郎／著 彩図社 215  

明治維新偽りの革命 教科書から消された真実  

森田 健司／著 河出書房新社 216.1  

関東大震災「虐殺否定」の真相 ハーバード大学教授の論拠を検証する  

渡辺 延志／著 筑摩書房 216.9  

大正史講義 文化篇 筒井 清忠／編 筑摩書房 216.9  

平成時代史 色川 大吉／著 アーツアンドクラフツ 217.6  

平成史 昨日の世界のすべて 與那覇 潤／著 文藝春秋 217.6  

シルクロードとローマ帝国の興亡 井上 文則／著 文藝春秋 232.8  

物語パリの歴史 「芸術と文化の都」の 2000年  

福井 憲彦／著 中央公論新社 235  

ロマノフ朝史 1613-1918 上  

サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ／著 白水社 238  

平沼騏一郎 検事総長、首相から A級戦犯へ  

萩原 淳／著 中央公論新社 281/ﾋ 

奇跡の地図を作った男 カナダの測量探検家デイヴィッド・トンプソン  

下山 晃／著 大修館書店 289.8/ﾄ 

ムッソリーニの正体 ヒトラーが師と仰いだ男  

舛添 要一／著 小学館 289.8/ﾑ 

世界の不思議な街の空から パイインターナショナル／編著 

 パイインターナショナル 290.8  

海恋紀行 森 まゆみ／著 産業編集センター 290.9  

「乗り鉄」教授のとことん鉄道旅 宮村 一夫／著 潮出版社 291  

青春 18 きっぷパーフェクトガイド 2021-2022 谷崎 竜／著 イカロス出版 291  

味な店 完全版 平野 紗季子／著 マガジンハウス 291.36  

都電荒川線沿線ぶらり旅 全停留場完全紹介  

山下 ルミコ／著 フォト・パブリッシング 291.36  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

みる・よむ・あるく東京の歴史 10 池 享／編 吉川弘文館 291.36  

香港世界 山口 文憲／著 河出書房新社 292.2  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

インドネシア 世界最大のイスラームの国 加藤 久典／著 筑摩書房 302.24  

立花隆 最後に語り伝えたいこと 大江健三郎との対話と長崎大学の講演  

立花 隆／著 中央公論新社 304/ﾀ 

無理ゲー社会 橘 玲／著 小学館 304/ﾀ 

タイムズ 「未来の分岐点」をどう生きるか 真山 仁／著 朝日新聞出版 304/ﾏ 

暴走するポピュリズム 日本と世界の政治危機  

有馬 晋作／著 筑摩書房 311.7  

民主党政権未完の日本改革 菅 直人／著 筑摩書房 312.1  

ウラジーミル・プーチンの大戦略  

アレクサンドル・カザコフ／著 東京堂出版 312.38  

カマラ・ハリスの流儀 アメリカ初の黒人女性副大統領  

ダン・モレイン／著 彩流社 312.53  

重要証人 ウイグルの強制収容所を逃れて  

サイラグル・サウトバイ／著 草思社 316.82  

最新一番よくわかる離婚の準備・手続き・生活設計  

森 公任／監修 西東社 324.6  

図解でわかる改正民法・不動産登記法の基本  

改正のポイントからオンライン申請手続きまで  

岡 信太郎／著 日本実業出版社 324.8  

株式会社のつくり方と運営 '21－'22年版 よくわかる  

小谷 羊太／共著 成美堂出版 325.2  

敗戦は罪なのか オランダ判事レーリンクの東京裁判日記 

 三井 美奈／著 産経新聞出版 329.6  

ナラティブ経済学 経済予測の全く新しい考え方  

ロバート・J.シラー／著 東洋経済新報社 331  

ビジョナリー・カンパニーZERO  

ゼロから事業を生み出し、偉大で永続的な企業になる  

ジム・コリンズ／著 日経 BP 335  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

図解！業界地図 2022年版  

ビジネスリサーチ・ジャパン／著 プレジデント社 335.2  

ことばの言いかえ見るだけノート  

イラっとさせることばを好感度 120%のセリフに変換！  

櫻井 弘／著 宝島社 336.4  

ビジネスマナーの解剖図鑑 北條 久美子／著 エクスナレッジ 336.4  

江戸のお勘定 大石 学／監修 エムディエヌコーポレーション 337.8  

日本金融百年史 横山 和輝／著 筑摩書房 338.21  

為替のしくみがこれ 1冊でしっかりわかる教科書  

イラストでパッと見てわかる！ 尾河 眞樹／監修 技術評論社 338.9  

相続と贈与がわかる本 '21－'22年版 桑原 亜矢子／監修 成美堂出版 345.5  

教養としての都市論 感性を刺激する 33冊 三浦 展／著 彰国社 361.4  

話し方のコツ大全 口ベタな人ほどうまくいく たった 1日で会話が弾む！  

青木 源太／著 宝島社 361.4  

見た目が気になる 「からだ」の悩みを解きほぐす 26のヒント 

 河出書房新社／編 河出書房新社 361.4  

LISTEN 知性豊かで創造力がある人になれる  

ケイト・マーフィ／著 日経 BP 361.4  

「給与明細」のカラクリ 知らない人だけが損している  

梅田 泰宏／著 青春出版社 366.4  

人生 100年時代を楽しむ生き方 定年後を豊かにする 28のインタビュー  

『月刊シルバー人材センター』編集室／編 労務行政 367.9  

コロナ貧困 絶望的格差社会の襲来 藤田 孝典／著 毎日新聞出版 368.2  

安藤昇 俠気と弾丸の全生涯 大下 英治／著 さくら舎 368.5  

自閉症の息子をめぐる大変だけどフツーの日々  

梅崎 正直／著 中央公論新社 369.2  

障害のある子が受けられる支援のすべて 一生涯にわたる安心を！  

和枝福祉会／監修 ナツメ社 369.2  

GIGAスクール・マネジメント  

「ふつうの先生」が ICTを「当たり前」に使う最先端自治体のやり方ぜんぶ見た。 

佐藤 明彦／著 時事通信出版局 375.1  

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

とがったリーダーを育てる 東工大「リベラルアーツ教育」10年の軌跡  

池上 彰／著 中央公論新社 377.21  

ダウン症神話から自由になれば子育てをもっと楽しめる  

長谷川 知子／著 遠見書房 378.6  

世界の奇習と奇祭 150の不思議な伝統行事から命がけの通過儀礼まで  

E.リード・ロス／著 原書房 382  

最強の食材コオロギフードが地球を救う 野地 澄晴／著 小学館 383.8  

世界のグルメ図鑑 

 116の国と地域の名物料理を食の雑学とともに解説 本場の味を日本で体験できる 

レストランガイド付き！ 地球の歩き方編集室／編集 地球の歩き方 383.8  

鷹将軍と鶴の味噌汁 江戸の鳥の美食学 菅 豊／著 講談社 383.8  

アラマタヒロシの日本全国妖怪マップ 荒俣 宏／著 秀和システム 388.1  

北前船が運んだ民謡文化 三隅 治雄／著 第三文明社 388.9  

第七師団と戦争の時代 帝国日本の北の記憶 渡辺 浩平／著 白水社 392.1  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

数学とはどんな学問か？ 数学嫌いのための数学入門  

津田 一郎／著 講談社 410  

数学クラスタが集まって本気で大喜利してみた いっくん／著 KADOKAWA 410.7  

時間大図鑑 原田 知広／監修 ニュートンプレス 421.2  

文系のためのめっちゃやさしい化学 中村 栄一／監修 ニュートンプレス 430  

古代文明と星空の謎 渡部 潤一／著 筑摩書房 440.2  

図説 100のトピックでたどる月と人の歴史と物語  

デイヴィッド・ウォームフラッシュ／著 原書房 446  

トコトンやさしい地球学の本 西川 有司／著 日刊工業新聞社 450  

極端豪雨はなぜ毎年のように発生するのか  

気象のしくみを理解し、地球温暖化との関係をさぐる  

川瀬 宏明／著 化学同人 451.6  

インド洋 日本の気候を支配する謎の大海 蒲生 俊敬／著 講談社 452.24  

機能獲得の進化史 化石に見る「眼・顎・翼・あし」の誕生  

土屋 健／著 みすず書房 457.8  

鉱物のある暮らし練習帖 心癒やすインテリアや雑貨と、神秘のエピソード。  

さとう かよこ／著 廣済堂出版 459  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

食べられる草ハンドブック 森 昭彦／著 自由国民社 470.3  

どっちがどっちまぎらわしい生きものたち 梁井 貴史／著 さくら舎 480.4/ﾔ 

本能 遺伝子に刻まれた驚異の知恵 小原 嘉明／著 中央公論新社 481.7  

ヒルは木から落ちてこない。 ぼくらのヤマビル研究記  

樋口 大良／著 山と溪谷社 483.9  

昆虫館はスゴイ！ 昆虫館スタッフの内緒話  

全国昆虫施設連絡協議会／著 repicbook 486  

「文化昆虫学」の教科書 神話から現代サブカルチャーまで 

 保科 英人／編著 八坂書房 486  

東京都のトンボ 喜多 英人／編著 いかだ社 486.3  

美しい鳴き声が聞こえる身近な野鳥図鑑 里中 遊歩／監修 宝島社 488.1  

にっぽんのシギ・チドリ 築山 和好／写真 カンゼン 488.5  

海獣学者、クジラを解剖する。 海の哺乳類の死体が教えてくれること  

田島 木綿子／著 山と溪谷社 489.6  

隣のボノボ 集団どうしが出会うとき 坂巻 哲也／著 京都大学学術出版会 489.9  

バンティング インスリンの発見による栄光と苦悩の生涯  

マイケル・ブリス／著 毎日新聞出版 490.28/ﾊ 

リンパのふしぎ 未病の仕組みを解き明かす 大橋 俊夫／著 筑摩書房 491.32  

菌 病原体を根絶せよ。 ムハンマド・H.ザマン／著 ニュートンプレス 491.7  

経営コンサルタントでワーキングマザーの私がガンにかかったら 

 仕事と人生にプラスになる闘病記 山添 真喜子／著 東洋経済新報社 493.17  

図解身近にあふれる「感染症」が 3時間でわかる本  

思わずだれかに話したくなる 左巻 健男／編著 明日香出版社 493.8 

精霊に捕まって倒れる 医療者とモン族の患者、二つの文化の衝突  

アン・ファディマン／著 みすず書房 493.93  

全国から患者が集まる耳鼻科医のめまい・ふらつきの治し方 

25万人が改善！自分で治す！めまい改善訓練決定版！  

新井 基洋／著 毎日が発見 496.6  

ウイルスも認知症も生きづらいのも、すべて歯のせい？  

堀 滋／著 小学館 497.9  

超時短！鬼腹筋 10秒ダイエット 腹筋王子カツオ／著 宝島社 498.3  

食と栄養の大百科 専門家が教える正しい知識と理想の食生活 

 ニュートンプレス 498.5  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

食べる時間でこんなに変わる時間栄養学入門  

体内時計が左右する肥満、老化、生活習慣病 柴田 重信／著 講談社 498.56  

子育て整体 こころとからだの感性をみがく  

井本 邦昭／著 PHPエディターズ・グループ 498.7  

子どもの“からだと心”クライシス 「子ども時代」の保障に向けての提言  

野井 真吾／著 かもがわ出版 498.7  

下腹ぽっこり解消ダイエット 宝島社 498.8  

世界大麻経済戦争 矢部 武／著 集英社 499.15  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

発明は改造する、人類を。 アイニッサ・ラミレズ／著 柏書房 507.1  

最新生産工場の DX<デジタルトランスフォーメーション>がよーくわかる本  

デジタル変革推進のための知識と実践 山口 俊之／著 秀和システム 509.5  

ごみ収集とまちづくり 清掃の現場から考える地方自治  

藤井 誠一郎／著 朝日新聞出版 518.5  

鉄道と郊外 駅と沿線からの郊外再生 角野 幸博／編著 鹿島出版会 518.8  

気候変動と政治 気候政策統合の到達点と課題 平田 仁子／著 成文堂 519.1  

地球の未来のため僕が決断したこと 気候大災害は防げる  

ビル・ゲイツ／著 早川書房 519.3  

プロのための住宅・不動産の新常識 2021-2022 これだけは知っておきたい！ 

田村 誠邦／著 エクスナレッジ 520.9  

建築現場用語図鑑 工事の流れがわかる！ 上野 タケシ／著 ナツメ社 525.5  

機械式時計大全 山田 五郎／著 講談社 535.2  

Apple Car デジタル覇者 vs自動車巨人  

日本経済新聞・日経クロステック合同取材班／著 日経 BP 537  

トコトンやさしい電気自動車の本 廣田 幸嗣／著 日刊工業新聞社 546.5  

つながらない練習 安藤 美冬／著 PHP研究所 548.3  

Zoom120%活用術 No.1ビデオ会議アプリ！  

Zoomビジネス研究会／著 宝島社 548.3  

原子の力を解放せよ 戦争に翻弄された核物理学者たち  

浜野 高宏／著 集英社 559.7  

最新金属の基本がわかる事典 性質、加工、製造、表面処理の基礎知識  

田中 和明／著 秀和システム 560  
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◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 

ウイスキー・ウーマン  

バーボン、スコッチ、アイリッシュ・ウイスキーと女性たちの知られざる歴史  

フレッド・ミニック／著 明石書店 588.5  

カール・ラガーフェルド モードと生きて  

ラファエル・バケ／著 早川書房 589.2  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

山を買いたい！ 山を買う魅力、徹底解剖！！ 宝島社 651.3  

図解知識ゼロからの現代漁業入門  

生産 消費流通 経営 制度 国際情勢 資源保護  

濱田 武士／監修 家の光協会 661.1  

個人事業のはじめ方がすぐわかる本 '21-'22年版  

開業手順から事業計画の立て方各種書類の記載方法まで  

ヒューマン・プライム／著 成美堂出版 673  

「ゆる副業」のはじめかたアフィリエイトブログ  

スキマ時間で自分の「好き」をお金に変える！ ヒトデ／著 翔泳 673.3 

一生役立つ「伝わる」デザインの考え方 感覚よりも段取り力が大事！  

細山田デザイン事務所／著 ナツメ社 674.3  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

骨董市・蚤の市掘り出し物は宝もの 末續 堯／著 里文出版 709.3  

世界のすごい巨像 巨仏・巨神・巨人。一度は訪れたい愛すべき巨大造形を解説  

地球の歩き方編集室／編集 地球の歩き方 712  

もっと知りたい尾形光琳 生涯と作品 仲町 啓子／著 東京美術 721.5  

万年筆画の教科書 スケッチから作品まで 古山 浩一／著 東京美術 725.6  

「鬼滅の刃」の時代 大正遊郭と隊士を取り巻く世界 英和出版社 726.1  

まるごと馬場のぼる 描くことは生きること  

馬場 のぼる／作 こぐま社 726.5  

きりえや偽本大全 名作文学パロディの世界 高木 亮／著 現代書館 726.9  

フィルムカメラ・ライフ 2021-2022 玄光社 742.5  

図鑑世界の作曲家 中世から現代まで DK社／編 東京書籍 762.8  

ピアノを教えるための全１０章 プロの常識  

北村 智恵／著 音楽之友社 763.2  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

はじめてのカリンバ BOOK 楽器初心者でも今日から弾ける！ 

 Misa／指導・編曲 学研プラス 763.8  

筒美京平 大ヒットメーカーの秘密 近田 春夫／著 文藝春秋 767.8  

MC論 昭和レジェンドから令和新世代まで「仕切り屋」の本懐 

 古舘 伊知郎／著 ワニブックス 770.4  

歌舞伎役者・市川雷蔵 のらりくらりと生きて 大島 幸久／著 中央公論新社 774.2  

東映任俠映画 120本斬り 山根 貞男／著 筑摩書房 778.21  

友よ、水になれ 父ブルース・リーの哲学  

シャノン・リー／著 亜紀書房 778.28/ﾘ 

全国 85劇場ミニシアターのある街へ。 映画の余韻と楽しむお散歩ガイド  

JTBパブリッシング 778.6  

こどもの運動能力がぐんぐん伸びる公園 東京版  

遠山 健太／監修 JTBパブリッシング 780.1  

卓球語辞典 卓球にまつわる言葉をイラストと豆知識でピンポンと読み解く  

伊藤 条太／著 誠文堂新光社 783.6  

彼方への挑戦 松山 英樹／著 徳間書店 783.8  

闇を泳ぐ 全盲スイマー、自分を超えて世界に挑む。  

木村 敬一／著 ミライカナイ 785.2  

全国山の美術館と博物館 G.B. 786.1  

釣りバリ歴史・種類・素材・技術のひみつ  

魚を掛ける、形状・機能・効果・仕組みに科学で迫る！  

つり人社書籍編集部／編 つり人社 787  

より速く！より強く！古武術で運動能力がどんどん上がる本 

 スポーツに役立つ身体操法 高橋 佳三／監修 宝島社 789  

 

８００ 語学                                                        

みんなのドイツ語 1日 15分で基礎から中級までわかる  

荻原 耕平／著 白水社 845  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

小川洋子のつくり方 Making of Authors 小川 洋子／著 田畑書店 910.2/ｵ 

散歩が楽しくなる俳句手帳 堀本 裕樹／著 東京書籍 911.3  

文豪と俳句 岸本 尚毅／著 集英社 911.36  
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◆◆◆９００～９１９ 文学一般、日本の文学（つづき）◆◆◆ 

表札 石垣りん詩集 石垣 りん／詩 童話屋 911.5/ｲ 

今昔物語集 大岡 玲／訳 光文社 913.3  

清少納言を求めて、フィンランドから京都へ ミア・カンキマキ／著 草思社 914.3  

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

夜ごとの才女 赤川 次郎／著 集英社 913.6/ｱｶｶ 

みとりねこ 有川 ひろ／著 講談社 913.6/ｱﾘｶ 

ホワイトバグ生存不能 安生 正／著 宝島社 913.6/ｱﾝｼ 

残響 伊兼 源太郎／著 実業之日本社 913.6/ｲｶﾈ 

君が護りたい人は 長編本格推理 石持 浅海／著 祥伝社 913.6/ｲｼﾓ 

バスクル新宿 大崎 梢／著 講談社 913.6/ｵｵｻ 

結 妹背山婦女庭訓波模様 大島 真寿美／著 文藝春秋 913.6/ｵｵｼ 

Butterfly World 最後の六日間 岡崎 琢磨／著 双葉社 913.6/ｵｶｻ 

とにもかくにもごはん 小野寺 史宜／著 講談社 913.6/ｵﾉﾃ 

噂を売る男 藤岡屋由蔵 梶 よう子／著 PHP研究所 913.6/ｶｼ 

本好きの下剋上 ５部６ 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 

アイアムマイヒーロー！ 鯨井 あめ／著 講談社 913.6/ｸｼﾗ 

たまごの旅人 近藤 史恵／著 実業之日本社 913.6/ｺﾝﾄ 

暮鐘 今野 敏／著 角川春樹事務所 913.6/ｺﾝﾉ 

時空犯 潮谷 験／著 講談社 913.6/ｼｵﾀ 

シークレット・エクスプレス 真保 裕一／著 毎日新聞出版 913.6/ｼﾝﾎ 

硝子の塔の殺人 知念 実希人／著 実業之日本社 913.6/ﾁﾈﾝ 

機龍警察白骨街道 月村 了衛／著 早川書房 913.6/ﾂｷﾑ 

青天を衝け ３ 大森 美香／作 NHK出版 913.6/ﾄﾖﾀ 

やさしい猫 中島 京子／著 中央公論新社 913.6/ﾅｶｼ 

死物語 上・下 西尾 維新／著 講談社 913.6/ﾆｼｵ 

怪談まみれ 深津 さくら／著 二見書房 913.6/ﾌｶﾂ 

ヴァイタル・サイン 南 杏子／著 小学館 913.6/ﾐﾅﾐ 

鷗外青春診療録控 千住に吹く風 山崎 光夫／著 中央公論新社 913.6/ﾔﾏｻ 

存在しない時間の中で 山田 宗樹／著 角川春樹事務所 913.6/ﾔﾏﾀ 

仮面家族 悠木 シュン／著 双葉社 913.6/ﾕｳｷ 

陰陽師 水龍ノ巻 夢枕 獏／著 文藝春秋 913.6/ﾕﾒﾏ 
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９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

女性に関する十二章 伊藤 整／著 ごま書房新社 914.6/ｲﾄｳ 

おぼえていても、いなくても 蛭子 能収／著 毎日新聞出版 914.6/ｴﾋｽ 

動物たちの家 奥山 淳志／著 みすず書房 914.6/ｵｸﾔ 

暗き世に爆ぜ 俳句的日常 小沢 信男／著 みすず書房 914.6/ｵｻﾜ 

九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤 愛子／著 小学館 914.6/ｻﾄｳ 

今日でなくてもいい 佐野洋子エッセイコレクション  

佐野 洋子／著 河出書房新社 914.6/ｻﾉ 

作家は時代の神経である コロナ禍のクロニクル 2020→2021 

 高村 薫／著 毎日新聞出版 914.6/ﾀｶﾑ 

徳光流生き当たりばったり 徳光 和夫／著 文藝春秋 914.6/ﾄｸﾐ 

メロンと寸劇 食いしん坊エッセイ傑作選  

向田 邦子／著 河出書房新社 914.6/ﾑｺｳ 

しごと放浪記 自分の仕事を見つけたい人のために 森 まゆみ／著  

集英社インターナショナル 914.6/ﾓﾘ 

ムスコ物語 ヤマザキ マリ／著 幻冬舎 914.6/ﾔﾏｻ 

開戦と新聞 後藤 基治／著 毎日ワンズ 916/ｺﾄｳ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

武漢病毒(ウイルス)襲来 廖 亦武／著 文藝春秋 923/ﾘ 

三十の反撃 ソン ウォンピョン／著 祥伝社 929.1/ｿ 

ビンティ 調和師の旅立ち ンネディ・オコラフォー／著 早川書房 933/ｵ 

闇の魔法学校 Lesson１ ナオミ・ノヴィク／著 静山社 933/ﾉ 

階上の妻 レイチェル・ホーキンズ／著 早川書房 933/ﾎ 

うそをつく子 助けを求められなかった少女の物語  

トリイ・ヘイデン／著 早川書房 934/ﾍ 

カミュ伝 中条 省平／著 集英社インターナショナル 950.2/ｶ 

ジャスト・ライク・ヘヴン ヴィルジニー・デパント／著 早川書房 953/ﾃ 

壊れた魂 アキラ・ミズバヤシ／著 みすず書房 953/ﾐ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

たとえば風が 赤川 次郎／著 徳間書店 BN/ｱｶ 

居酒屋こまりの恋々帖 おいしい願かけ 赤星 あかり／著 早川書房 BN/ｱｶ 

にゃん！ 鈴江三万石江戸屋敷見聞帳 あさの あつこ／著 祥伝社 BN/ｱｻ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

天国と地獄 悪漢記者 3 安達 瑤／著 光文社 BN/ｱﾀ 

黒い蹉跌 鮎川哲也のチェックメイト 鮎川 哲也／著 光文社 BN/ｱﾕ 

逢魔が時三郎 井川 香四郎／著 コスミック出版 BN/ｲｶ 

こおろぎ橋 研ぎ師人情始末 12   決定版 稲葉 稔／著 光文社 BN/ｲﾅ 

花井おばあさんが解決！ワケあり荘の事件簿 井上 ねこ／著 宝島社 BN/ｲﾉ 

呪いのカルテ たそがれ心霊クリニック 岩城 裕明／著 実業之日本社 BN/ｲﾜ 

峰月の碑 初代北町奉行米津勘兵衛 3 岩室 忍／著 祥伝社 BN/ｲﾜ 

勘定侍柳生真剣勝負 ４ 上田 秀人／著 小学館 BN/ｳｴ 

庶務行員多加賀主水の凍てつく夜 江上 剛／著 祥伝社 BN/ｴｶ 

豆腐尽くし 居酒屋お夏 春夏秋冬 3 岡本 さとる／著 幻冬舎 BN/ｵｶ 

バッドルーザー 警部補剣崎恭弥 2 柏木 伸介／著 祥伝社 BN/ｶｼ 

南町奉行と大凶寺 耳袋秘帖 風野 真知雄／著 文藝春秋 BN/ｶｾ 

警視庁レッドリスト ２ 加藤 実秋／著 小学館 BN/ｶﾄ 

初手柄 かぎ縄おりん 金子 成人／著 小学館 BN/ｶﾈ 

終末なにしてますか？もう一度だけ、会えますか？ #11  

枯野 瑛／著 KADOKAWA BN/ｶﾚ 

プリンセス刑事(デカ) ３ 喜多 喜久／著 文藝春秋 BN/ｷﾀ 

灰いろの鴉 捜査一課強行犯係・鳥越恭一郎  

櫛木 理宇／著 角川春樹事務所 BN/ｸｼ 

悪代官を斃せ 奮闘、諸国廻り 倉阪 鬼一郎／著 徳間書店 BN/ｸﾗ 

恐喝 蘭方医・宇津木新吾 13 小杉 健治／著 双葉社 BN/ｺｽ 

盲目の織姫は後宮で皇帝との恋を紡ぐ ４ 小早川 真寛／著 双葉社 BN/ｺﾊ 

 

声なき蟬 上・下 空也十番勝負 1ノ上 ・下  決定版 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

番士 鬼役伝 1 坂岡 真／著 光文社 BN/ｻｶ 

九十歳。何がめでたい 佐藤 愛子／著 小学館 BN/ｻﾄ 

桃色選挙 沢里 裕二／著 実業之日本社 BN/ｻﾜ 

時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん ２ 燦々SUN／著 KADOKAWA BN/ｻﾝ 

めだか、太平洋を往け 重松 清／著 幻冬舎 BN/ｼｹ 

雷鳴 北の御番所反骨日録 2 芝村 凉也／著 双葉社 BN/ｼﾊ 

魔王学院の不適合者 10上  

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 

あきない世傳金と銀 11 高田 郁／著 角川春樹事務所 BN/ﾀｶ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

刺青 痴人の愛 麒麟 春琴抄 谷崎 潤一郎／著 文藝春秋 BN/ﾀﾆ 

大殿の顔 おれは一万石 18 千野 隆司／著 双葉社 BN/ﾁﾉ 

炎舞館の殺人 月原 渉／著 新潮社 BN/ﾂｷ 

あるいは酒でいっぱいの海 筒井 康隆／著 河出書房新社 BN/ﾂﾂ 

のっとり藤兵衛 はぐれ長屋の用心棒 52  鳥羽 亮／著 双葉社 BN/ﾄﾊ 

駅に泊まろう！ ３ 豊田 巧／著 光文社 BN/ﾄﾖ 

あしたの星 日本橋牡丹堂菓子ばなし 8 中島 久枝／著 光文社 BN/ﾅｶ 

偶然屋 ２ 七尾 与史／著 小学館 BN/ﾅﾅ 

舞鶴の海を愛した男 西村 京太郎／著 徳間書店 BN/ﾆｼ 

江戸っ子出世侍 ４ 早瀬 詠一郎／著 コスミック出版 BN/ﾊﾔ 

仇討ち包丁 盗まれた味 氷月 葵／著 コスミック出版 BN/ﾋｽ 

花ホテル 平岩 弓枝／著 文藝春秋 BN/ﾋﾗ 

俠(おとこ)飯 ７ 福澤 徹三／著 文藝春秋 BN/ﾌｸ 

たわけ大名 古来稀なる大目付 3 藤 水名子／著 二見書房 BN/ﾌｼ 

残り香 新・秋山久蔵御用控 11 藤井 邦夫／著 文藝春秋 BN/ﾌｼ 

千石の誇り 本丸目付部屋 9 藤木 桂／著 二見書房 BN/ﾌｼ 

雛のころ 小間もの丸藤看板姉妹 4宮本 紀子／著 角川春樹事務所 BN/ﾐﾔ 

京都寺町三条のホームズ 17 望月 麻衣／著 双葉社 BN/ﾓﾁ 

北町奉行所前腰掛け茶屋 ２ 吉田 雄亮／著 実業之日本社 BN/ﾖｼ 

私という名の変奏曲 連城 三紀彦／著 河出書房新社 BN/ﾚﾝ 

あなたの後ろにいるだれか 眠れぬ夜の八つの物語 恩田 陸／著 新潮社 BN  

大きな文字でもう一度読みたい文豪の名作短編集  

彩図社文芸部／編纂 彩図社 BN  

文豪と感染症 100年前のスペイン風邪はどう書かれたのか  

永江 朗／編 朝日新聞出版 BN  

ほろよい読書 織守 きょうや／著 双葉社 BN  

5分で読める！背筋も凍る怖いはなし  

『このミステリーがすごい！』編集部／編 宝島社 BN  

密約の核弾頭 上・下 トム・クランシー ジャック・ライアン・シリーズ 

マーク・キャメロン／著 新潮社 B/ｷﾔ 

おれの墓で踊れ エイダン・チェンバーズ／著 徳間書店 B/ﾁｴ 

エルファード人からのメッセージ 宇宙英雄ローダン・シリーズ 647 

H.G.フランシス／著 早川書房 B/ﾛﾀ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

カルタン人の秘密基地 宇宙英雄ローダン・シリーズ 646 

H.G.エーヴェルス／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

 

Ｔ 暮らし                                                

得する会社員 損する会社員 手取りを活かすお金の超基本  

川部 紀子／著 中央公論新社 T0  

美容皮膚科医が教える大人のヘアケア再入門  

吉木 伸子／著 青春出版社 T0  

魔法のクローゼット 50代になった娘が選ぶ母のお洋服  

くぼしま りお／著 KADOKAWA T0  

初めてでも作れる！ハンドメイドの帽子 BOOK  

mameco／著 ブティック社 T11  

かぎ針編みの巾着バッグ＆ポーチ サイズ違いで楽しむ！  

アップルミンツ T13  

ルーマニアレース 東欧の手仕事 三輪浦 緑／著 日本ヴォーグ社 T14  

刺し子デザイン帖 SASHIKO Modern Style 31  

AYUFISH int.／著 日本ヴォーグ社 T15  

ten to senの方眼模様 刺繡に、ニットに。点と線模様製作所の模様帖  

岡 理恵子／著 小学館 T15  

サンリオキャラクターズのアイロンビーズ BOOK  

作るのが楽しくてとまらない！ 寺西 恵里子／著 アップルミンツ T19  

はじめての手作り小物 飾る身につける贈る かっぱ／著 ワニブックス T19  

岩合光昭みーんな元気ネコ 岩合 光昭／著 辰巳出版 T3  

これから猫を飼う人に伝えたい 11のこと 仁尾 智／短歌・文 辰巳出版 T3  

３歳から始めるお料理レッスン ２ 青空キッチン／著 海竜社 T41  

超お手軽ヴィーガン料理 手間もお金もかからないレシピ 112  

オリヴィア・ビアマン／著 ニュートンプレス T41  

はじめての電気圧力鍋 毎日使える絶品レシピ  

みない きぬこ／著 家の光協会 T41  

簡単にはじめる手作り燻製 初心者でもいきなり大成功！燻製道士式 64 レシピ。 

燻製道士／著 世界文化ブックス T43 

空色の喫茶店 Recipe tsunekawa／著 ワニブックス T46  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

オートミールヘルシー＆ダイエットレシピ 目からウロコのおいしさ！  

牛尾 理恵／料理 主婦の友社 T49  

農家が教えるゆずづくし スイーツ・加工と保存・庭先栽培  

農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会 T49  

快適な住まいの間取りと実例集 今どきの暮らしやすい間取りがわかる！  

秋元 幾美／監修 ナツメ社 T5  

後悔しない家づくりのすべて げげ／著 サンクチュアリ出版 T5  

多肉植物アガベ 靍岡 秀明／著 NHK出版 T6  

栄養バランスは 1週間で整える！ムリなく続ける離乳食 BOOK  

川口 由美子／監修 成美堂出版 T8  

男も育休って、あり？ 羽田 共一／著 雷鳥社 T8  

 

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

認定こども園運営ハンドブック 令和 3年版  

中央法規出版編集部／編集 中央法規出版 SQ3  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

歴史人物肖像索引 外国篇  

日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ R280.3  

統計図表レファレンス事典 消費・物価・暮らし  

日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ R365.4  

子ども白書 2021 日本子どもを守る会／編 かもがわ出版 R369.4  

動物の漢字語源辞典 加納 喜光／著 東京堂出版 R812  
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『諷刺画で読む十八世紀イギリス ホガースとその時代』 

 小林 章夫／著 朝日新聞出版 2011.12 
 

18 世紀、イギリスはどんな時代を過ごしていたのでしょう。 

ちょうどこの頃、日本では江戸時代真っ只中でした。日本のもっとずっと西の国、イ

ギリスでは、新聞や雑誌が誕生し、18 世紀中頃には産業革命も起こります。すなわ

ち、イギリスは、社会の発展に伴い、安定した時代を迎えます。しかし、光が強けれ

ば強いほど、闇もまた深し。人々の生活が豊かになるかと思えば、思い通りにいかな

い面も数多くありました。酒におぼれる人、腐敗する政治、いじめられる動物たち、

エトセトラ。本書では、当時のイギリス社会の闇をありありと映し出した風刺画を解

説しながら、18 世紀イギリス社会を紹介しています。本書で紹介されている作品を

眺めているだけでも、その凄惨さが伝わってきます。絵が持つ力、本当にすごいんで

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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館名 日付 時間 対象 

中央図書館 １０月１３日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

１０月２８日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

高幡図書館 １０月 6 日(水) 

  

15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

日野図書館 １０月２０日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

多摩平図書館 １０月１４日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

１０月 2７日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

百草図書館 １０月２０日(水) 15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

平山図書館 １０月２１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 10 月 11 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：00～11：00 石田環境プラザ 石田 1-13-4 
7 日 

 

21 日 

4 日 

 

18 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 

1 日 

 

15 日  

5 日 

 

19 日 

11：00～11：25 新坂下公園 新町 3-18-7 

休止 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） 

13 日 

27 日 

10 日

24 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：10～10：40 新井わかたけ公園 石田 270 

14 日 

 

28 日  

11 日 

 

25 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 

8 日 

 

22 日  

12 日 

 

26 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 10 月・11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」は工事のため、２０２２年６月（予定）まで巡回休止となります。 


