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１２月の休館日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 
  
 
 

２０２１年 １２月 №268 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

 

★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） 
6 日・13 日・20 日・27 日・29～1 月 4 日 

市政図書室（日曜日・祝日） 5 日・12 日・19 日・26 日・29～1 月 3 日 

 

今月のひろば 

P.2 たかはたブッククラブやるよ！ 
P.3 児童コーナーで障害者サービスの 

展示をしています！ 
P.4 ≪年末年始のお知らせ≫ 

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 12月・1月巡回日程 
 

詳しくは年末年始のお知らせを 
ご覧ください！ 
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日にち：1 月 12 日（水） 

     2 月 2 日（水） 

    3 月 2 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 

 

 

12/3（金）～ 12/10（金）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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児童コーナーで 

障害者サービスの展示をしています！ 
～１２月９日は障害者の日～ 

このため１２月３日から１２月９日までは障害者週間となっています。 

中央図書館の児童コーナーでも障害を知る本の展示を行っています。 

新しく入ったＬＬブックを紹介するリストと掲載した本を含む本を展示

しています。 

小さなコーナーですが、よろしければ是非お立ち寄りください。 

また、１２月９日までは市役所障害福祉課の展示も併せて行っています。

障害のある方の作品の写真や関係事業所の紹介などを展示しております

ので、こちらも是非ご覧ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ＬＬブックとは… 

読むことが難しい人にむけて、絵や写真、ピクトグラムなどを

使い、わかりやすく書かれた本のことです。 
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≪年末年始のお知らせ≫ 
     令和３年１２月 

日野市立図書館 

 

日頃より、日野市立図書館をご利用いただき、ありがとうご

ざいます。年末年始の開館日程をご案内します。 

 

～年末年始も読書をお楽しみください。～ 

 

 年内 年始 

中央図書館 

高幡図書館 

日野図書館 

多摩平図書館 

平山図書館 

百草図書館 

１２月２８日（火）まで １月５日（水）から 

市政図書室 １２月２８日（火）まで １月４日（火）から 

ひまわり号巡回 １２月２４日（金）まで １月６日（木）から 

※１２月１５日（水）から１２月２８日（火）までの間に借りられた本の 

貸出期間と、用意できた予約本の取り置き期間は、変則的に 

３週間となります（次ページをご覧ください）。 

 

 

 

 

 

 

よいお年をお迎えください。 

来年もよろしくお願いいたします。 
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 年末年始の貸出日／返却期限日対照表   

※予約資料の取り置き期限日もこれに準じます。 

貸出日 

（予約資料割当日） 
  

貸出期限 

（予約資料取置き期限） 

12 月 15 日  (水) → 1 月 5 日  (水) 

12 月 16 日  (木) → 1 月 6 日  (木) 

12 月 17 日  (金) → 1 月 7 日  (金) 

12 月 18 日  (土) → 1 月 8 日  (土) 

12 月 19 日  (日) → 1 月 9 日  (日) 

12 月 20 日  (月) → 1 月 11 日  (火) 

（市政図書室のみ開館）   
（市政図書室１月 10 日は 

祝日のため閉館） 

12 月 21 日  (火) → 1 月 11 日  (火) 

12 月 22 日  (水) → 1 月 12 日  (水) 

12 月 23 日  (木) → 1 月 13 日  (木) 

12 月 24 日  (金) → 1 月 14 日  (金) 

12 月 25 日  (土) → 1 月 15 日  (土) 

12 月 26 日  (日) → 1 月 16 日  (日) 

12 月 27 日  (月) → 1 月 17 日  (月) 

（市政図書室のみ開館）   （市政図書室のみ開館） 

12 月 28 日  (火) → 1 月 18 日  (火) 
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    図書館に入った 新 し い 本 
9月 24日から 10月 28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                                       

東京の美しい図書館 立野井 一恵／著 エクスナレッジ 010.21  

１００万回死んだねこ 覚え違いタイトル集  

福井県立図書館／編著 講談社 015.2  

すぐに役立つ図解と Q＆Aでわかる著作権の法律問題とトラブル解決法  

森 公任／監修 三修社 021.2  

学術出版の来た道 有田 正規／著 岩波書店 023  

東京の古本屋 橋本 倫史／著 本の雑誌社 023.91  

報道現場 望月 衣塑子／著 KADOKAWA 070.1  

ジャーナリズムの役割は空気を壊すこと 森 達也／著 集英社 070.21  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

はたらく哲学 仕事に悩む君へ 佐藤 優／著 マガジンハウス 104/ｻ 

パラドックス大図鑑 高橋 昌一郎／監修 ニュートンプレス 116  

シニシズム アンスガー・アレン／著 ニュートンプレス 130  

よくわかる発達心理学 完全カラー図解 渡辺 弥生／監修 ナツメ社 143  

わからないまま考える 山内 志朗／著 文藝春秋 150.4/ﾔ/ 

藤崎流関係力 成功に導く対人の心得 藤崎 忍／著 repicbook 159  

ムリして変わろうとしなくてよかった  

コンプレックスがある人の自己肯定感の正しい上げ方  

  羽林 由鶴／著 主婦の友社 159.6  

最澄と徳一 仏教史上最大の対決 師 茂樹／著 岩波書店 188.4  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

復原模型で見る日本の歴史 五味 文彦／監修 山川出版社 210  

史書を旅する 読売新聞文化部／編 中央公論新社 210.4  

地図でスッと頭に入る平安時代 繁田 信一／監修 昭文社 213.6  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

江戸城 将軍家の生活 村井 益男／著 吉川弘文館 215  

歪められた昭和史 渡部 昇一／著 ワック 217  

真珠湾作戦回顧録 源田 實／著 文藝春秋 217.5  

南北朝時代 五胡十六国から隋の統一まで 会田 大輔／著 中央公論新社 222  

アフガニスタン史 前田 耕作／著 河出書房新社 226.2  

歴史修正主義 ヒトラー賛美、ホロコースト否定論から法規制まで  

武井 彩佳／著 中央公論新社 230.7  

ドイツ・ナショナリズム 「普遍」対「固有」の二千年史  

今野 元／著 中央公論新社 234  

声をあげて、世界を変えよう！ よりよい未来のための U30の言葉  

アドーラ・スヴィタク／著 DU BOOKS 280.4  

お姫様は「幕末・明治」をどう生きたのか 河合 敦／著 扶桑社 281  

頭山満 アジア主義者の実像 嵯峨 隆／著 筑摩書房 281/ﾄ 

問題の女 本荘幽蘭伝 平山 亜佐子／著 平凡社 281/ﾎ 

隠れた名君 前田利常 加賀百万石の運営手腕  

木越 隆三／著 吉川弘文館 281/ﾏ 

三好一族 戦国最初の「天下人」 天野 忠幸／著 中央公論新社 288.3  

都道府県の持ちかた バカリズム／著 ポプラ社 291  

60代からの今すぐ見たい日本の絶景 晋遊舎 291  

詳細地図で歩きたい町東京 2021最新版 JTBパブリッシング 291.36  

多摩・武蔵野スリバチの達人 時空を超える「見比べ地図」構成現代図＆古地図  

多摩武蔵野スリバチ学会／監修 昭文社 291.36  

関西・幕末維新の史跡５０選 行っておきたい 木村 幸比古／文 淡交社 291.6  

行った気になれる！妄想韓国ドラマ旅 渡韓のガイドブックにもなる！  

鈴木 ちひろ／著 主婦の友社 292.1  

シェルパの友だちに会いに行く エベレスト街道日誌 2021  

石川 直樹／著 青土社 292.58  

マイフィンランドルーティン１００  

北欧好きをこじらせた私が旅先で愛してやまないこと  

週末北欧部 chika／著 ワニブックス 293.86  

 

 

 



8 

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

「日本」ってどんな国？ 国際比較データで社会が見えてくる 

 本田 由紀／著 筑摩書房 302.1  

２０２３年台湾封鎖 北村 淳／ほか著 宝島社 302.22  

シンガポールを知るための６５章 田村 慶子／編著 明石書店 302.23  

ドイツ見習え論が日本を滅ぼす メルケル後の迷走で EU大波乱！？  

豊田 有恒／著 ビジネス社 302.34  

破壊者たちへ 青木 理／著 毎日新聞出版 304/ｱ 

コロナ後の世界 内田 樹／著 文藝春秋 304/ｳ 

亡国の危機 櫻井 よしこ／著 新潮社 304/ｻ 

安倍晋三と菅直人 非常事態のリーダーシップ 尾中 香尚里／著 集英社 312.1  

自民党失敗の本質 石破 茂／著 宝島社 315.1  

ジェノサイド国家中国の真実 于田 ケリム／著 文藝春秋 316.82  

諜報・謀略の中国現代史 国家安全省の指導者にみる権力闘争 

 柴田 哲雄／著 朝日新聞出版 317.92  

私たちはいつまで危険な場所に住み続けるのか  

自然災害が突き付けるニッポンの超難問 木村 駿／著 日経 BP 318.7  

１３歳からの日米安保条約 戦争と同盟の世界史の中で考える 

 松竹 伸幸／著 かもがわ出版 319.1  

西太平洋連合のすすめ 日本の「新しい地政学」  

北岡 伸一／編 東洋経済新報社 319.2  

法は君のためにある みんなとうまく生きるには？ 小貫 篤／著 筑摩書房 320  

超早わかり国民投票法入門 南部 義典／著 シーアンドアール研究所 323.1  

知識ゼロでもわかるように相続についてざっくり教えてください。 

 石倉 英樹／著 総合法令出版 324.7  

戸籍のことならこの１冊 石原 豊昭／共著 自由国民社 324.8  

弁護士になるには 飯島 一孝／著 ぺりかん社 327.1  

記憶(とき)の居場所(すみか) エコノミストがみた日常  

矢嶋 康次／著 慶應義塾大学出版会 330.4/ﾔ 

産業革命史 イノベーションに見る国際秩序の変遷 郭 四志／著 筑摩書房 332  

株高・資源高に向かう世界経済入門 株がバブルというウソ 

 朝倉 慶／著 ビジネス社 333.6  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

海外で国際協力をしたい人のための活動ハンドブック  

事前準備から,現地の暮らし,仕事,危機管理,帰国まで  

岡本 美代子／編著 遠見書房 333.8  

競争しない競争戦略 環境激変下で生き残る 3つの選択  

山田 英夫／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 336.1  

どこでもオフィスの時代 人生の質が劇的に上がるワーケーション超入門  

みつめる旅／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 336.5  

公共貨幣入門 山口 薫／著 集英社インターナショナル 337.2  

国税調査の舞台裏 小倉 敏郎／著 清文社 345.1  

なぜあなたは自分の「偏見」に気づけないのか  

逃れられないバイアスとの「共存」のために ハワード・J.ロス／著 原書房 361.1  

ここまで変わる！家の買い方街の選び方 牧野 知弘／著 祥伝社 365.3  

給与明細から読み解くお金のしくみ 高橋 創／監修 日東書院本社 366.4  

女性たちで子を産み育てるということ 精子提供による家族づくり  

牟田 和恵／著 白澤社 367.2  

性差(ジェンダー)の日本史 新書版  

国立歴史民俗博物館／監修 集英社インターナショナル 367.21  

悔いなし介護 新田 恵利／著 主婦の友社 367.9  

正しく怖がるフィッシング詐欺 大角 祐介／著 オーム社 368.6  

クラウドファンディングで社会をつくる 人はなぜ寄付するのか？ 

 秋山 訓子／著 現代書館 369  

障害をしゃべろう！ 上・下 『コトノネ』が考えた、障害と福祉のこと  

里見 喜久夫／インタビュー・構成 青土社 369.2  

トットちゃんと訪ねた子どもたち 撮り続けて三十五年  

田沼 武能／著 岩波書店 369.4  

こころの作文 続 勝村 謙司／著 かもがわ出版 375.8  

ルポ森のようちえん SDGs時代の子育てスタイル  

おおた としまさ／著 集英社 376.1  

入試改革はなぜ狂って見えるか 物江 潤／著 筑摩書房 376.8  

子どもの発達障害と感覚統合のコツがわかる本 前田 智行／著 ソシム 378  

マンガでわかる思春期のわが子と話したい性のこと  

ジェンダー、人権、防犯、いのち。これみんな性教育です  

直井 亜紀／著 新星出版社 379.8  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

FOOD ANATOMY食の解剖図鑑 世界の「食べる」をのぞいてみよう  

ジュリア・ロスマン／文・絵 大和書房 383.8  

マタギ 日本の伝統狩人探訪記 戸川 幸夫／著 山と溪谷社 384.3  

世界の祝祭 歴史と文化に彩られた世界のお祭り＆祝日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 386  

日本迷信集 今野 圓輔／著 河出書房新社 387  

アイヌ民話集 更科 源蔵／著 青土社 388.1  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

文系のためのめっちゃやさしい物理 松尾 泰／監修 ニュートンプレス 420  

早すぎた男 南部陽一郎物語 時代は彼に追いついたか  

中嶋 彰／著 講談社 420.28/ﾅ 

宇宙はなぜ物質でできているのか 素粒子の謎と KEKの挑戦 

 小林 誠／編著 集英社 429.6  

あしたの火山学 地球のタイムスケールで考える 神沼 克伊／著 青土社 453.8  

遺伝子命名物語 名前に秘められた生物学のドラマ  

坪子 理美／著 中央公論新社 467.2  

進化の技法 転用と盗用と争いの 40億年  

ニール・シュービン／著 みすず書房 467.5  

きのこ図鑑 道端から奥山まで。採って食べて楽しむ菌活  

牛島 秀爾／著 つり人社 474.8  

うんち学入門 生き物にとって「排泄物」とは何か 増田 隆一／著 講談社 481.3  

WILDHOOD野生の青年期 人間も動物も波乱を乗り越えおとなになる  

バーバラ・N.ホロウィッツ／著 白揚社 481.7  

くらべてわかる貝殻 識別ポイントで見分ける 黒住 耐二／文 山と溪谷社 484  

魚にも自分がわかる 動物認知研究の最先端 幸田 正典／著 筑摩書房 487.5  

オオカミ SPIRIT OF THE WILD トッド・K.フラー／著 化学同人 489.5  

夜のイチジクの木の上で フルーツ好きの食肉類シベット  

中林 雅／著 京都大学学術出版会 489.5  

世界を救う mRNAワクチンの開発者カタリン・カリコ  

増田 ユリヤ／著 ポプラ社 490.28/ｶ 

未来の医療で働くあなたへ 奥 真也／著 河出書房新社 490.4/ｵ 

呼吸の科学 いのちを支える驚きのメカニズム 石田 浩司／著 講談社 491.33  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

早引き写真でわかる高齢者の薬ハンドブック 2021-2022  

饗庭 三代治／監修 エクスナレッジ 493.18  

はじめての精神医学 村井 俊哉／著 筑摩書房 493.7  

認知症で使えるサービスしくみお金のことがわかる本  

田中 元／著 自由国民社 493.75  

川崎病がよくわかる本 イラスト版 土屋 恵司／監修 講談社 493.93  

いちばん親切な更年期の教科書 閉経完全マニュアル  

高尾 美穂／著 世界文化ブックス 495.13  

ココが知りたかった！目の病気のメカニズム  

超わかりやすい病気の仕組みと正しい治療 飯島 裕幸／著 技術評論社 496.3  

長生きしたい人は歯周病を治しなさい 天野 敦雄／著 文藝春秋 497.2  

正しい「後屈」入門 腰は反らずにしならせる！ 今村 泰丈／著 日貿出版社 498.3  

新型コロナと向き合う 「かかりつけ医」からの提言  

横倉 義武／著 岩波書店 498.6  

５００ 技術・工学・環境                                                                      

世界を変える１００の技術 2030年を予測 日経 BP／編 日経 BP 504  

カーボンニュートラル もうひとつの“新しい日常”への挑戦  

巽 直樹／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 519  

よくわかる最新機械工学の基本と仕組み  

ものつくりの広範な分野の概略を案内 小峯 龍男／著 秀和システム 530  

トヨタウォーズ 中日新聞社経済部／編 中日新聞社 537  

最新電力・ガス業界の動向とカラクリがよーくわかる本  

業界人、就職、転職に役立つ情報満載 本橋 恵一／著 秀和システム 540.9  

AIの時代を生きる 未来をデザインする創造力と共感力  

美馬 のゆり／著 岩波書店 548.1  

船体解剖図 ナゾに満ちた船の内部を大公開！ プニップクルーズ  

中村辰美／イラスト・文 イカロス出版 552  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

過疎再生 奇跡を起こすまちづくり 松場 登美／著 小学館 602.17  

SDGs時代の食べ方 世界が飢えるのはなぜ？ 井出 留美／著 筑摩書房 611.3  

農業フロンティア 越境するネクストファーマーズ 川内 イオ／著 文藝春秋 611.7  

ユリの文化誌 マーシャ・ライス／著 原書房 627.6  
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◆◆◆６００ 産業・交通・通信（つづき）◆◆◆ 

森の日本史 黒瀧 秀久／著 岩波書店 652  

Amazon出店の王道 中小企業の新販路その施策とアイデア 

 及川 謙一／著 技術評論社 673.3  

コマースの興亡史 商業倫理・流通革命・デジタル破壊  

矢作 敏行／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 673.7  

物流センターの基本 知識ゼロからわかる 刈屋 大輔／著 ソシム 675.4  

今日から始める！米国株投資超入門 松本大がやっぱり勧めるこれだけの理由 

松本 大／著 東洋経済新報社 676.3  

タクシードライバーぐるぐる日記  

朝７時から都内を周回中、営収５万円まで帰庫できません  

内田 正治／著 三五館シンシャ 685.5  

車掌出てこい！英語車掌が打ち明ける本当にあった鉄道クレーム  

関 大地／著 マキノ出版 686.3  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

宗教図像学入門 十字架、神殿から仏像、怪獣まで  

中村 圭志／著 中央公論新社 702  

ヴィジュアルを読みとく技術 グラフからアートまでを言語化する 

吉岡 友治／著 筑摩書房 707.9  

まんが訳稲生物怪録 大塚 英志／監修 筑摩書房 721.2  

鈴木華邨 花に鳴く鳥、風わたる余白 鈴木 華邨／画 東京美術 721.9/ｽ 

五夜 町田久美画集 町田 久美／著 芸術新聞社 721.9/ﾏ 

孤高の画家ゴッホ クレラー＝ミュラー美術館所蔵品でたどる 三栄 723.8/ｺ 

はじめてのボタニカルアート 透明水彩で描く、花と植物の細密画 

 小林 英成／著 日本文芸社 724.4  

ストーリー・マンガとはなにか 手塚治虫と戦後マンガの「物語」 

 森下 達／著 青土社 726.1  

オーギー・レンのクリスマス・ストーリー 

 ポール・オースター／著 スイッチ・パブリッシング 726.5  

だいありぃ 和田誠の日記 1953－1956 和田 誠／著 文藝春秋 726.5  

教養としての写真全史 鳥原 学／著 筑摩書房 740.2  

写真集の本 明治－2000年代までの日本の写真集 662  

飯沢 耕太郎／文 カンゼン 740.21  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

もっと知りたい柳宗悦と民藝運動 杉山 享司／監修 東京美術 750.21  

ミニチュアおりがみベーカリー 横田 洋子／著 主婦の友社 754.9  

世界の配色見本帳 伝統的なテキスタイルの色使いから学ぶ 

 ザ・ハレーションズ／著 日本文芸社 757.3  

大作曲家の音符たち 池辺晋一郎の「傑作ア・ラ・カルト」  

池辺 晋一郎／著 音楽之友社 762.8  

BOWIE'S BOOKS デヴィッド・ボウイの人生を変えた 100冊 

 ジョン・オコーネル／著 亜紀書房 764.7  

松本隆のことばの力 松本 隆／著 集英社インターナショナル 767.8  

平成 Jポップと令和歌謡 スージー鈴木／著 彩流社 767.8  

トウシューズのすべて  

歴史から、作り方、選び方、履き方、踊り方、鍛え方まで「ポワント」を徹底分析！  

富永 明子／編集・著 誠文堂新光社 769  

藝人春秋 Diary 水道橋博士／著 スモール出版 770.4/ｽ 

アクター・ジェンダー・イメージズ 転覆の身振り 北村 匡平／著 青土社 772.1  

井上芳雄のミュージカル案内 井上 芳雄／著 SBクリエイティブ 775.4  

それでも映画は「格差」を描く 町山 智浩／著 集英社インターナショナル 778  

やくざ映画入門 春日 太一／著 小学館 778.21  

経済学者が語るスポーツの力 佐々木 勝／著 有斐閣 780  

日本オリンピック委員会公式写真集 2020  

日本オリンピック委員会／企画・監修 アフロ 780.6  

バドミントンのルール審判の基本 観戦＆プレーで役に立つ！ 

 日本バドミントン協会／監修 実業之日本社 783.5  

イチロー実録 2001-2019 小西 慶三／著 文藝春秋 783.7  

焚き火の作法 寒川 一／著 学研プラス 786  

東京近郊ゆる登山 西野 淑子／著 実業之日本社 786.1  

釣り糸の結び「完全」トリセツ 海も川もまずこれで OK！  

つり人社書籍編集部／編 つり人社 787.1  

自宅でできるキックボクササイズ 動画(QRコード)でよくわかる! 

 岡田 敦子／著 ベースボール・マガジン社 788.3  

百葉帖 雨宮 ゆか／著 エクスナレッジ 793  

天才少年棋士を育てた杉本師匠！将棋の「しょ」の字も知らない私を、将棋が

できるようにしてください！！ 杉本 昌隆／著 ソレイユ出版 796  
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８００ 語学                                                        

通訳の仕事始め方・続け方 通訳者になりたい人＆駆け出しの人必読  

通訳・翻訳ジャーナル編集部／編 イカロス出版 801.7  

ゼロから始める文章教室 読み手に伝わる、気持ちを動かす！ 

 小川 こころ／著 ナツメ社 816  

現代文解釈の基礎 着眼と考え方 遠藤 嘉基／著 筑摩書房 817.5  

ビジネスで１番よく使う中国語 E メール＆SNS そのまま使える文例 140  

CCアカデミー／著 Jリサーチ出版 826.6  

コロナ時代の英会話 旅行・生活で使えるリアルフレーズ  

上田 麻鈴／著 イカロス出版 837.8  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

世界文学の名作を「最短」で読む 日本語と英語で味わう 50作 

 栩木 伸明／編訳 筑摩書房 902  

光吉夏弥 戦後絵本の源流 澤田 精一／著 岩波書店 909/ﾐ 

星新一の思想 予見・冷笑・賢慮のひと 浅羽 通明／著 筑摩書房 910.2/ﾎ 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

むかしむかしあるところに、やっぱり死体がありました。  

青柳 碧人／著 双葉社 913.6/ｱｵﾔ 

エール 名もなき人たちのうた 朝倉 宏景／著 講談社 913.6/ｱｻｸ 

舞風のごとく あさの あつこ／著 文藝春秋 913.6/ｱｻﾉ 

デンデケ・アンコール  

ロックを再び見出し、ロックに再び見出された者たちの物語  

芦原 すなお／著 作品社 913.6/ｱｼﾊ 

大鞠家殺人事件 芦辺 拓／著 東京創元社 913.6/ｱｼﾍ 

就活ザムライの大誤算 安藤 祐介／著 光文社 913.6/ｱﾝﾄ 

ペッパーズ・ゴースト 伊坂 幸太郎／著 朝日新聞出版 913.6/ｲｻｶ 

久遠の島 The book of pledge 乾石 智子／著 東京創元社 913.6/ｲﾇｲ 

この夜が明ければ 岩井 圭也／著 双葉社 913.6/ｲﾜｲ 

小さい予言者 浮穴 みみ／著 双葉社 913.6/ｳｷｱ 

秋のカテドラル 遠藤周作初期短篇集 遠藤 周作／著 河出書房新社 913.6/ｴﾝﾄ 

あの春がゆき この夏がきて 乙川 優三郎／著 徳間書店 913.6/ｵﾄｶ 

アスクレピオスの断罪 北里 紗月／著 講談社 913.6/ｷﾀｻ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

砂に埋もれる犬 桐野 夏生／著 朝日新聞出版 913.6/ｷﾘﾉ 

徳川埋蔵金はここにある 歴史はバーで作られる ２  

鯨 統一郎／著 双葉社 913.6/ｸｼﾗ 

チグリジアの雨 小林 由香／著 角川春樹事務所 913.6/ｺﾊﾔ 

ボーダーライト 今野 敏／著 小学館 913.6/ｺﾝﾉ 

光る道 佐藤泰志拾遺 佐藤 泰志／著 月曜社 913.6/ｻﾄｳ 

毒警官 佐野 晶／著 小学館 913.6/ｻﾉ 

ダブルバインド 城山 真一／著 双葉社 913.6/ｼﾛﾔ 

倒産続きの彼女 新川 帆立／著 宝島社 913.6/ｼﾝｶ 

海神 染井 為人／著 光文社 913.6/ｿﾒｲ 

あかずの扉の鍵貸します 谷 瑞恵／著 集英社 913.6/ﾀﾆ 

７．５グラムの奇跡 砥上 裕將／著 講談社 913.6/ﾄｶﾐ 

万葉と沙羅 中江 有里／著 文藝春秋 913.6/ﾅｶｴ 

虚魚(そらざかな) 新名 智／著 KADOKAWA 913.6/ﾆｲﾅ 

夜が明ける 西 加奈子／著 新潮社 913.6/ﾆｼ 

特急「志国土佐時代(トキ)の夜明けのものがたり」での殺人 

 西村 京太郎／著 光文社 913.6/ﾆｼﾑ 

人間レベル 橋本 ツカサ／著 KADOKAWA 913.6/ﾊｼﾓ 

国萌ゆる 小説原敬 平谷 美樹／著 実業之日本社 913.6/ﾋﾗﾔ 

ディープフェイク 福田 和代／著 PHP研究所 913.6/ﾌｸﾀ 

北緯４３度のコールドケース 伏尾 美紀／著 講談社 913.6/ﾌｼｵ 

畏れ入谷の彼女の柘榴 舞城 王太郎／著 講談社 913.6/ﾏｲｼ 

あさひは失敗しない 真下 みこと／著 講談社 913.6/ﾏｼﾀ 

星を掬う 町田 そのこ／著 中央公論新社 913.6/ﾏﾁﾀ 

あなたが選ぶ結末は 水生 大海／著 双葉社 913.6/ﾐｽｷ 

N 道尾 秀介／著 集英社 913.6/ﾐﾁｵ 

七夕の夜におかえり 三萩 せんや／著 河出書房新社 913.6/ﾐﾊｷ 

二千億の果実 宮内 勝典／著 河出書房新社 913.6/ﾐﾔｳ 

偽恋愛小説家、最後の噓 森 晶麿／著 朝日新聞出版 913.6/ﾓﾘ 

歌の終わりは海 森 博嗣／著 講談社 913.6/ﾓﾘ 

弟切抄 鎌倉幕府草創記 森山 光太郎／著 河出書房新社 913.6/ﾓﾘﾔ 

戦神の裔(すえ) 矢野 隆／著 中央公論新社 913.6/ﾔﾉ 

SIP超知能警察 山之口 洋／著 双葉社 913.6/ﾔﾏﾉ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

四月の岸辺 湯浅 真尋／著 講談社 913.6/ﾕｱｻ 

救国ゲーム 結城 真一郎／著 新潮社 913.6/ﾕｳｷ 

ミカエルの鼓動 柚月 裕子／著 文藝春秋 913.6/ﾕｽｷ 

ルパンの絆 横関 大／著 講談社 913.6/ﾖｺｾ 

月夜の羊 吉永 南央／著 文藝春秋 913.6/ﾖｼﾅ 

コーヒーと短編 庄野 雄治／編 mille books 913.6  

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

七転びなのに八起きできるわけ 浅暮 三文／著 柏書房 914.6/ｱｻｸ 

歴史というもの 井上 靖／著 中央公論新社 914.6/ｲﾉｳ 

傘のさし方がわからない 岸田 奈美／著 小学館 914.6/ｷｼﾀ 

ポップス歌手の耐えられない軽さ 桑田 佳祐／著 文藝春秋 914.6/ｸﾜﾀ 

古の武術から学ぶ老境との向き合い方 甲野 善紀／著 山と溪谷社 914.6/ｺｳﾉ 

今夜もそっとおやすみなさい 小手鞠 るい／著 出版芸術社 914.6/ｺﾃﾏ 

妄想浪費 小山 薫堂／著 光文社 914.6/ｺﾔﾏ 

九十歳 わたしの暮らしかた 曽野 綾子／著 興陽館 914.6/ｿﾉ 

立花隆の最終講義 東大生と語り尽くした 6時間  

立花 隆／著 文藝春秋 914.6/ﾀﾁﾊ 

AI支配でヒトは死ぬ。 システムから外れ、自分の身体で考える 

 養老 孟司／著 ビジネス社 914.6/ﾖｳﾛ 

こんな世の中で生きていくしかないなら  

りゅうちぇる／著 朝日新聞出版 914.6/ﾘﾕｳ 

憂行日記 北 杜夫／著 新潮社 915.6/ｷﾀ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

雨の島 呉 明益／著 河出書房新社 923/ｺ 

味の台湾 焦 桐／著 みすず書房 924/ｼ 

千個の青 チョン ソンラン／著 早川書房 929.1/ﾁ 

ベトナム戦争の最激戦地 中部高原の友人たち  

グエン・ゴック／著 めこん 929.4/ｸ 

教養としてのアメリカ短篇小説 都甲 幸治／著 NHK出版 930.2  

J.R.R.トールキンの世界 中つ国の生れた場所  

ジョン・ガース／著 評論社 930.2/ﾄ 
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◆◆◆９２０～９９９ 外国の文学（つづき）◆◆◆ 

クレタ島の夜は更けて メアリー・スチュアート／著 論創社 933/ｽ 

さらわれて デイビッド・バルフォアの冒険  

R.L.スティーブンソン／著 平凡社 933/ｽ 

赤いランプ M.R.ラインハート／著 論創社 933/ﾗ 

バタイユ エコノミーと贈与 佐々木 雄大／著 講談社 950.2/ﾊ 

アポカリプス・ベイビー ヴィルジニー・デパント／著 早川書房 953/ﾃ 

修繕屋マルゴ 他二篇 フジュレ・ド・モンブロン／著 幻戯書房 953/ﾌ 

ノスタルジア ミルチャ・カルタレスク／著 作品社 979.1/ｶ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

凛として弓を引く 碧野 圭／著 講談社 BN/ｱｵ 

日輪の遺産 浅田 次郎／著 講談社 BN/ｱｻ 

白い陥穽 鮎川哲也のチェックメイト 倒叙ミステリー傑作集 

鮎川 哲也／著 光文社 BN/ｱﾕ 

「世間」心得帖 嵐山 光三郎／著 筑摩書房 BN/ｱﾗ 

父の形見 研ぎ師人情始末 13   決定版 稲葉 稔／著 光文社 BN/ｲﾅ 

伊賀越仁義 三河雑兵心得 7 井原 忠政／著 双葉社 BN/ｲﾊ 

雨月の怪 初代北町奉行米津勘兵衛 4 岩室 忍／著 祥伝社 BN/ｲﾜ 

酔いどれ鳶 江戸人情短編傑作選 宇江佐 真理／著 朝日新聞出版 BN/ｳｴ 

流葉断の太刀 裏用心棒譚 2 上田 秀人／著 徳間書店 BN/ｳｴ 

幻の男 栄次郎江戸暦 26 小杉 健治／著 二見書房 BN/ｺｽ 

誰そ彼の殺人 小松 亜由美／著 幻冬舎 BN/ｺﾏ 

見知らぬ明日/アメリカの壁 トクマの特選! 小松左京“21世紀”セレクション 1  

小松 左京／著 徳間書店 BN/ｺﾏ 

せき越えぬ 西條 奈加／著 新潮社 BN/ｻｲ 

剣と十字架 空也十番勝負 3   決定版 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

すみれ飴 花暦居酒屋ぜんや 坂井 希久子／著 角川春樹事務所 BN/ｻｶ 

思い出牡蠣の昆布舟 はるの味だより 佐々木 禎子／著 角川春樹事務所 BN/ｻｻ 

雲雀の太刀 公家武者信平 11 佐々木 裕一／著 講談社 BN/ｻｻ 

子孫たちの学校へ通う 秋／著 KADOKAWA BN/ｼﾕ 

虚構推理短編集 岩永琴子の純真 城平 京／著 講談社 BN/ｼﾛ 

斬雪 風の市兵衛 2-30  辻堂 魁／著 祥伝社 BN/ﾂｼ 

霊魂の足 加賀美捜査一課長全短篇 角田 喜久雄／著 東京創元社 BN/ﾂﾉ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

ねぎ坊の天ぷら 一膳めし屋丸九 6 中島 久枝／著 角川春樹事務所 BN/ﾅｶ 

妻の罪状 新津 きよみ／著 実業之日本社 BN/ﾆｲ 

玄鳥さりて 葉室 麟／著 新潮社 BN/ﾊﾑ 

お世継ぎの座 御庭番の二代目 17 氷月 葵／著 二見書房 BN/ﾋｽ 

初花 斬剣のさだめ 平茂 寛／著 早川書房 BN/ﾋﾗ 

天眼通 新・知らぬが半兵衛手控帖 14 藤井 邦夫／著 双葉社 BN/ﾌｼ 

竹笛 橋廻り同心・平七郎控 15  藤原 緋沙子／著 祥伝社 BN/ﾌｼ 

クリーピー ゲイズ 前川 裕／著 光文社 BN/ﾏｴ 

ミッキーマウスの憂鬱ふたたび 松岡 圭祐／著 新潮社 BN/ﾏﾂ 

怪を語れば怪来たる 怪談師夜見の怪談蒐集録 緑川 聖司／著 二見書房 BN/ﾐﾄ 

破滅 警視庁分室刑事 4 南 英男／著 光文社 BN/ﾐﾅ 

無根の樹 三好 昌子／著 角川春樹事務所 BN/ﾐﾖ 

秋しぐれ 北風侍寒九郎 8 森 詠／著 二見書房 BN/ﾓﾘ 

陰陽師 女蛇ノ巻 夢枕 獏／著 文藝春秋 BN/ﾕﾒ 

初夏の訪問者 紅雲町珈琲屋こよみ 8 吉永 南央／著 文藝春秋 BN/ﾖｼ 

猫はわかっている 村山 由佳／著 文藝春秋 BN  

失踪船の亡霊を討て 上・下 クライブ・カッスラー／著 扶桑社 B/ｶﾂ 

ウサギ狩り人 上・下 ラーシュ・ケプレル／著 扶桑社 B/ｹﾌ 

寄宿学校の天才探偵 ３ モーリーン・ジョンソン／著 東京創元社 B/ｼﾖ 

フォンタマーラ シローネ／著 光文社 B/ｼﾛ 

女たちが死んだ街で アイヴィ・ポコーダ／著 早川書房 B/ﾎｺ 

 

Ｔ 暮らし                                                

大人めがねスタイル 年を重ねること。めがねをかけること。 

 主婦の友社／編 主婦の友社 T0  

老けない美容、老ける美容 神崎 恵／著 講談社 T0  

こども服をお繕い レヴィ奈美／著 内外出版社 T11  

１０年先まで着られる服 すべて作れる着まわせる  

香田 あおい／著 日本ヴォーグ社 T11  

かぎ針で編むクリスマス雑貨 アップルミンツ T13  

輪針の本 輪に編む、平らに編む－テクニック＆小物－  

河合 真弓／著 朝日新聞出版 T13  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

アヤクーチョ刺繡 極彩色で描くペルーの毛糸刺繡  

山森 サキ／著 誠文堂新光社 T15  

ステッチイデー vol.34 日本ヴォーグ社 T15  

ディズニーフェルトマスコット いっぱい作って、楽しもう！ 

 佐々木 公子／著 ブティック社 T16  

押しフルーツ＆ベジタブルのアクセサリーと小物  

astin muhler／著 ナツメ社 T19  

リカちゃんのおしゃれ着物 日本ヴォーグ社 T19  

いちばんよくわかる！インコの飼い方・暮らし方  

青沼 陽子／監修 成美堂出版 T3  

ペットが死について知っていること 伴侶動物との別れをめぐる心の科学  

ジェフリー・M.マッソン／著 草思社 T3  

ひとりぶん、ふたりぶん刺身パックでさかなつまみ  

栗原 友／著 プレジデント社 T41  

きのう何食べた？－シロさんの簡単レシピ－ ２  

公式ガイド＆レシピ 講談社／編 講談社 T41  

弁当美術館 つくるみせるたべる nancy／著 ザメディアジョン T42  

ストウブでパンを焼く 池田 愛実／著 誠文堂新光社 T45  

初めてでも驚くほど美味しい日本一やさしい本格パン作りの教科書  

レーズン酵母編 松尾 美香／著 秀和システム T45  

かんたん、おいしい米粉のクッキー  

焼くまで 10分。グルテンフリーのやさしいおやつ 高橋 ヒロ／著 池田書店 T46 

丸型で焼くからおいしいパウンドケーキ 若山 曜子／著 主婦と生活社 T46  

七厘の本 感動するほど楽しい！  

坂口 一真／著 スタジオタッククリエイティブ T48  

棺桶出せるか 田沼家の快適リフォーム顚末記 田沼 武能／著 小学館 T5  

絶対後悔しない！豪雨・地震に強い住まい選び  

小口 悦央／監修 河出書房新社 T5  

おうち野菜づくり キッチンからはじめる！日本一カンタンな家庭菜園の入門本 

宮崎 大輔／著 KADOKAWA T6  

本当に小さな庭づくり 日陰でも大丈夫！ 高山 徹也／著 日本文芸社 T6  

はじめての不妊治療 体外受精と検査 森本 義晴／監修 主婦の友社 T8  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

つぶさない子育て どんな時代でも幸せをつかめる大人にする 

 高濱 正伸／著 PHP研究所 T9  

 

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

自治体職員のためのアンガーマネジメント活用法  

上手なセルフコントロールでパワハラ防止 安藤 俊介／著 第一法規 SF5  

市町村役場便覧 令和４年版  

日本加除出版株式会社編集部／編 日本加除出版 SG1  

有斐閣判例六法 令和４年版 長谷部 恭男／編集代表 有斐閣 SK7  

レジャー白書 2021 日本生産性本部／編集 日本生産性本部 SV9  
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『いつでも会える』 菊田まりこ／著 

学習研究社 １９９８．１２ 
 

 会うは、別れのはじまりといわれますが、別れは不意にやってくることがあり

ます。 

 この夏、我が家の愛犬（１６歳）が天国に旅立ってしまいました。 

なかなか現実を受け入れられず、悲しさ、喪失感（愛別離苦）が続いています。 

この本は、シロが、かなしみをのりこえていくピュアな絵本です。心が癒され

ます。 

ぼくは、イヌのシロ。ミキちゃんが大好き。 

でも、ある日とつぜんミキちゃんがいなくなった。 

どこ？どこ？どこ？どこ？どこ？ 

かなしくて、かなしくて、目をつむると・・・・・・いつでも会える。 

私も、会えたこと、一緒に楽しく幸せに過ごせたことに感謝です。安らかに。 

でも、「いつでも会える」よね。（O） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

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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 日付 時間 対象 

中央図書館 

 

 

１２月８日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生 

１２月２３日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

高幡図書館 １２月１日(水) 

  

 

15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:15 小学生 

日野図書館 １２月１５日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

多摩平図書館 １２月９日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

１２月 2２日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生 

百草図書館 １2 月１６日(木) 15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生 

平山図書館 １２月１６日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

 １０月より、小学生向けおはなし会は 

申込み制で再開しました！ 
 
 

１２/１（水）10 時～先着順で受け付けます。（高幡図書館のぞく） 

 保護者の方が各館（中央・多摩平・百草）へ来館、または電話で 

お申し込みください。 

詳細は、図書館 HP、または各館窓口へおたずねください。 
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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 

 

 



24 

 

 

曜日 時間 駐車場 住所 12 月 1 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：00～11：00 石田環境プラザ 石田 1-13-4 
2 日 

 

16 日 

6 日 

 

20 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 

3 日 

 

17 日  

7 日 

 

21 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） 

8 日 

22 日 

12 日

26 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：10～10：40 新井わかたけ公園 石田 270 

9 日 

 

23 日  

13 日 

 

27 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 

10 日 

 

24 日  

14 日 

 

28 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 12 月・1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。 


