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３月の休館日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 
  
 
 

 

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） 
7日・13（中央のみ）・14 日・28 日 

市政図書室（日曜日・祝日） 6日・13 日・20 日・21 日・27日 

 

今月のひろば 

P.2 第 2回ひらやまえんにち 

   図書館のリサイクル資料頒布会 

P.3 中央図書館 3月 13日（日）臨時休館します 

P.3 図書館員の本箱 

P.4 図書館に入った新しい本 

P.18 おはなし会のお知らせ 

P.19 お問い合わせは、お近くの図書館へ 

P.20 移動図書館ひまわり号３月・４月巡回日程 
 

２１日（月）の 

祝日は開館しています！ 

（市政図書室除く） 

２０２２年 ３月号 

№271 
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第 2回 ひらやまえんにち 
 

図書館のリサイクル資料 

頒布会 
 

図書館で除籍した児童書を無料で提供します。 

3月 6日（日）延期 
13：00～16：00（なくなり次第終了） 

会場：平山季重ふれあい館（1階平山図書館） 3階 小ホール 

 ご注意 

  ●ご来場の際はマスクの着用をお願いします               

 ●体調のすぐれない方は入場をご遠慮ください  

 ●マイバッグをご持参ください 

 ●会場混雑時は、入場制限をさせていただく場合があります 

 ●混雑を避けるため、大人数でのご来場や 

長時間の滞在はご遠慮ください 

●感染状況により中止する可能性があります 

 

 

お問い合わせ 

 日野市立平山図書館 

    ☎042-591-7772 

 

 

おひとりさま
１０冊まで

https://2.bp.blogspot.com/-d9XgnPs35Zc/UZNnYsNX9yI/AAAAAAAASZ4/5OvWuZS3sao/s1600/frame_dots_tate.jpg
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 「紙の動物園 ケン・リュウ短編傑作集１」  

ケン・リュウ／著 早川書房 2017 

表題作『紙の動物園』を含む 7 編を収録した短編集。作者の経歴もあってか、

異なる文化圏の人々が交錯する物語が多いのが印象的です。 

どこか懐かしさを覚える宇宙漂流ものの「心智五行」 

プログラマの視点から AI を題材にした「愛のアルゴリズム」 

主人公とその母との交流を描いた幻想的な「紙の動物園」 

歴史的事件をとりあげて、その影が登場人物に重たくのしかかる「文字占い師」 

など、短編ですが読み応えのある作品たち。読後感の重い作品が多いですが、短

編ですので、気軽に読めると思います。まずは表題作の「紙の動物園」からぜひ。

（M） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

中央図書館 3 月１３日（日）

臨時休館します 
令和 4 年 3 月 13 日（日）と 14 日（月）に中央図書館は分電盤修繕を行いま

す。 

13 日（日）：修繕により停電するため、中央図書館は臨時休館します。 

市内の他の図書館は開館します（市政図書室は除く） 

14 日（月）：市政図書室のみ開館します。 

また、両日に渡り、図書館内にある利用者用インターネット端末も使えなくな

ります。 

 ※図書館ホームページからの予約等は通常通りできます。 

 ※詳細は図書館ホームページをご覧ください。 

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。 

日野市立中央図書館 

 

図書館員の本箱 
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図書館に入った 新 し い 本 
12月 24日から 1月 27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                                       

児童サービス論 金沢 みどり／著 学文社 016.2  

勝間式金持ちになる読書法 勝間 和代／著 宝島社 019  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

哲学で抵抗する 高桑 和巳／著 集英社 104/ﾀ 

方法叙説 ルネ・デカルト／著 講談社 135.1  

思考の憑きもの 論より実践のクリティカルシンキング  

パオロ・マッツァリーノ／著 二見書房 141.5  

モチベーションの心理学 「やる気」と「意欲」のメカニズム  

鹿毛 雅治／著 中央公論新社 141.7  

アドラー心理学見るだけノート 「人生がうまくいかない」が 100%解決する  

小倉 広／監修 宝島社 145.9  

９つの人生 現代インドの聖なるものを求めて  

ウィリアム・ダルリンプル／著 集英社 160.22  

東京から行く！週末開運御朱印さんぽ 2022  

おまいりも寄り道もたのしい！ JTBパブリッシング 175.9  

キリスト元型 ユングが見たイエスの生涯  

エドワード・エディンジャー／著 青土社 192.8  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

人類 5000年史 ４ 出口 治明／著 筑摩書房 209  

世界史を変えた 24の革命 上・下 ピーター・ファタードー／編 原書房 209.5  

縄文 vs.弥生 先史時代を九つの視点で比較する 設楽 博己／著 筑摩書房 212 

邪馬台国再考 女王国・邪馬台国・ヤマト政権 小林 敏男／著 筑摩書房 212  

荘園の人々 工藤 敬一／著 筑摩書房 214  

鎌倉草創 東国武士たちの革命戦争 西股 総生／著 ワン・パブリッシング 214.2  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

鎌倉草創 東国武士たちの革命戦争 西股 総生／著 ワン・パブリッシング 214.2  

「慰安婦」問題ってなんだろう？  

あなたと考えたい戦争で傷つけられた女性たちのこと  

梁 澄子／著 平凡社 217.5  

論点・東洋史学 アジア・アフリカへの問い 158  

吉澤 誠一郎／監修 ミネルヴァ書房 220  

謎の海洋王国ディルムン メソポタミア文明を支えた交易国家の勃興と崩壊  

安倍 雅史／著 中央公論新社 228.9  

世界でいちばん素敵なルネサンスの教室  

祝田 秀全／監修 三才ブックス 230.5  

女性たちのフランス革命  

クリスティーヌ・ル・ボゼック／著 慶應義塾大学出版会 235  

日本史人物<あの時、何歳？>事典 0歳から 85歳まで、1200人の事跡  

吉川弘文館編集部／編 吉川弘文館 281  

リヒトホーフェン 撃墜王とその一族 森 貴史／著 中央公論新社 288.3  

旧皇族の宗家・伏見宮家に生まれて 伏見博明オーラルヒストリー  

伏見 博明／著 中央公論新社 288.4  

国旗と国章図鑑 決定版  苅安 望／著 世界文化ブックス 288.9  

今がわかる時代がわかる世界地図 2022年版  

成美堂出版編集部／編集 成美堂出版 290.3  

今がわかる時代がわかる日本地図 2022年版  

成美堂出版編集部／編集 成美堂出版 290.3  

世界遺産 絶景でめぐる自然遺産完全版  

地球の歩き方編集室／編集 地球の歩き方 290.9  

GO！SAUNA＆SPA GUIDE 首都圏+全国編 朝日新聞出版 291  

全国日帰りバスの旅 マイクロツーリズムも、着地型観光もこれ一冊で OK！ 

 加藤 佳一／著 天夢人 291  

松本ぷりっつの夫婦漫才旅 NO密さんぽ編 ときどき 3姉妹 

 松本 ぷりっつ／著 KADOKAWA 291  

るるぶ鎌倉殿の 13人 NHK大河ドラマ JTBパブリッシング 291  

さいはての駅カフェ探訪  

魅力あふれる終着駅、無人駅、ローカル線の駅構内の喫茶店をめぐる  

鈴木 弘毅／著 イカロス出版 291  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

こどもの知的好奇心がすくすく育つ学びスポット 東京周辺  

瀧 靖之／監修 JTBパブリッシング 291.3  

地球の歩き方 aruco東京のカフェめぐり  

地球の歩き方編集室／編集 地球の歩き方 291.36  

東京スリバチ街歩き 皆川 典久／著 イースト・プレス 291.36  

地図でスッと頭に入るアジア 25の国と地域 井田 仁康／監修 昭文社 292  

写真と地図でたどるパリ歴史散歩  

古さと新しさが交錯する街パリを発見する 18の旅  

パスカル・ヴァレジカ／著 原書房 293.5  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

韓国カルチャー 隣人の素顔と現在 伊東 順子／著 集英社 302.21  

さまよえる韓国人 武藤 正敏／著 ワック 302.21  

デジタルシルクロード 情報通信の地政学  

持永 大／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 302.22  

過去を「巨視」して未来を考える ズームバック×オチアイ  

落合 陽一／著 NHK出版 304/ｵ 

政策起業家 「普通のあなた」が社会のルールを変える方法 

 駒崎 弘樹／著 筑摩書房 304/ｺ 

資本主義・デモクラシー・エコロジー 危機の時代の「突破口」を求めて  

千葉 眞／著 筑摩書房 304/ﾁ 

世界史の分岐点 激変する新世界秩序の読み方  

橋爪 大三郎／著 SBクリエイティブ 304/ﾊ 

日本のタブー３．０ メディアの忖度と自主規制が生んだ 16の新たな「聖域」  

望月 衣塑子／ほか著 宝島社 304/ﾓ 

日本の保守 やまと魂をつくった思想の系譜 宮崎 正弘／著 ビジネス社 311.4  

検証安倍政権 保守とリアリズムの政治  

アジア・パシフィック・イニシアティブ／著 文藝春秋 312.1  

バブル崩壊前夜を迎えた中国の奈落 すべてはバカ殿習近平の仕業！？  

石 平／著 ビジネス社 312.22  

差別の日本史 塩見 鮮一郎／著 河出書房新社 316.3  

ノブレス・オブリージュ イギリスの上流階級 新井 潤美／著 白水社 316.3 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

人種差別をしない・させないための 20のレッスン アンチレイシストになろう！  

ティファニー・ジュエル／著 DU BOOKS 316.8  

AI監獄ウイグル ジェフリー・ケイン／著 新潮社 316.82  

誉田哲也が訊く！ 警察監修プロフェッショナルの横顔  

誉田 哲也／著 光文社 317.7  

韓国愛憎 激変する隣国と私の 30年 木村 幹／著 中央公論新社 319.1  

慰安婦運動、聖域から広場へ 韓国最大の支援団体の実像に迫る  

沈 揆先／著 朝日新聞出版 319.21  

ルールの世界史 伊藤 毅／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 322  

憲法政治 「護憲か改憲か」を超えて 清水 真人／著 筑摩書房 323.1  

図解いちばんやさしく丁寧に書いた会社法の本  

佐藤 孝幸／監修 成美堂出版 325.2  

資本主義の方程式 経済停滞と格差拡大の謎を解く  

小野 善康／著 中央公論新社 331  

20歳の自分に教えたいお金のきほん 池上 彰／著 SBクリエイティブ 332.1  

人間ぎらいのマーケティング 人と会わずに稼ぐ方法  

林 直人／著 実業之日本社 335  

物価とは何か 渡辺 努／著 講談社 337.8  

政府は巨大化する 小さな政府の終焉  

マーク・ロビンソン／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 342  

自分の意見で生きていこう 「正解のない問題」に答えを出せる 4 つのステップ 

ちきりん／著 ダイヤモンド社 361.4  

なぜ人に会うのはつらいのか メンタルをすり減らさない 38のヒント  

斎藤 環／著 中央公論新社 361.4  

ふしぎな日本人 外国人に理解されないのはなぜか  

塚谷 泰生／著 筑摩書房 361.4  

寡欲都市 TOKYO 若者の地方移住と新しい地方創生  

原田 曜平／著 KADOKAWA 361.4  

これ一冊でわかる！障害年金のしくみと手続き  

吉野 千賀／監修 ナツメ社 364.6  

最強の老後資産づくり iDeCo個人型確定拠出年金のトリセツ 

2022年施行法改正完全対応版 大江 加代／著 ソシム 364.6  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

おひとりさまの終活準備 BOOK  始めた人から“安心”  

酒井 富士子／著 三笠書房 367.9  

介護福祉士になるには 渡辺 裕美／編著 ぺりかん社 369.1  

おかあちゃん、こんな僕やけど、産んでくれてありがとう  

精神障がいがある人の家族 15の軌跡 青木 聖久／著 ペンコム 369.2  

プレゼンテーション・グループディスカッションのルールブック  

大学入試ゼロから 1カ月で受かる 神崎 史彦／著 KADOKAWA 376.8  

年中行事百科 有職故実から学ぶ 八條 忠基／著 淡交社 386  

昔話の扉をひらこう 小澤 俊夫／著 暮しの手帖社 388  

絡まり合う生命 人間を超えた人類学 奥野 克巳／著 亜紀書房 389  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

宇宙は数式でできている なぜ世界は物理法則に支配されているのか  

須藤 靖／著 朝日新聞出版 440.1  

文系のためのめっちゃやさしい宇宙 吉田 直紀／監修 ニュートンプレス 440  

地球の中身 何があるのか、何が起きているのか 廣瀬 敬／著 講談社 450  

15歳からの地球温暖化 学校では教えてくれないファクトフルネス  

杉山 大志／著 育鵬社 451.3  

徹底図解メガ地震がやってくる！ 角田 史雄／著 ビジネス社 453  

教養としての「日本列島の地形と地質」 橋本 純／著 PHP研究所 455.1  

武蔵野発川っぷち生きもの観察記 まちなかの川で楽しむ、驚きの自然発見！ 

若林 輝／著 山と溪谷社 462.13  

生命を守るしくみオートファジー 老化、寿命、病気を左右する精巧なメカニズム 

吉森 保／著 講談社 463.6  

きのこの自然誌 小川 真／著 山と溪谷社 474.8  

サバンナに生きる！ライオン家族の物語 篠田 岬輝／著 玄光社 489.5  

ぜんぶわかる高齢者のからだと病気 お年寄りのからだと心、病気の症状を図解 

秋下 雅弘／監修 成美堂出版 493.18  

10代から知っておきたい摂食障害 西園マーハ文／監修 保育社 493.74  

図解やさしくわかる強迫症 原井 宏明／監修・著 ナツメ社 493.74  

10代から知っておきたいうつ病 仁王 進太郎／監修 保育社 493.76  

心の病気にかかる子どもたち 精神疾患の予防と回復  

水野 雅文／著 朝日新聞出版 493.93  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

10秒神経マッサージで治す！手指の痛み・しびれ・変形  

富永 喜代／著 宝島社 494.77  

生理中です パク ボラム／著 世界文化ブックス 495.13  

知っておきたい不妊症・不育症ガイド  

If you do not want to hurt people close to you  

藤井 知行／総監修 時事通信出版局 495.48  

他者と生きる リスク・病い・死をめぐる人類学 磯野 真穂／著 集英社 498  

不眠症の 9割は歩くだけで治る 歩いて、紫外線を浴びれば自然に眠れる  

長尾 和宏／著 山と溪谷社 498.36  

脳メンテナンス大全 最高のパフォーマンスを発揮させる方法 

クリステン・ウィルミア／著 日経 BP 498.39 

食べるなら、どっち！？ 不安食品見極めガイド  

渡辺 雄二／著 サンクチュアリ出版 498.54  

糖質中毒 瘦せられない本当の理由 牧田 善二／著 文藝春秋 498.58  

なぜ日本は勝てるはずのコロナ戦争に負けたのか？  

木村 盛世／著 かや書房 498.6  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

ジオラマテクニックバイブル やりたいことから引ける！  

瀬川 たかし／著 成美堂出版 507.9  

江戸前の海の物語 魚類学者が語る東京湾の歴史と未来  

河野 博／著 原書房 517.8  

イケズな東京 150年の良い遺産、ダメな遺産  

井上 章一／著 中央公論新社 518.8  

2050年の地球を予測する 科学でわかる環境の未来  

伊勢 武史／著 筑摩書房 519  

環境経済学 『沈黙の春』から気候変動まで  

スティーヴン・スミス／著 白水社 519  

60分でわかる！カーボンニュートラル超入門  

前田 雄大／著 技術評論社 519.1  

図説近世城郭の作事 天守編 三浦 正幸／著 原書房 521.8  

ビーカーくんがゆく！工場・博物館・実験施設  

そのこだわりにはワケがある！ うえたに夫婦／著 誠文堂新光社 535.4  
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◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 

基礎からわかるデータサイエンス  

ジョン・D.ケレハー／著 ニュートンプレス 548.1  

脳と AI 言語と思考へのアプローチ 酒井 邦嘉／編著 中央公論新社 548.1  

炎上社会を考える 自粛警察からキャンセルカルチャーまで 

 伊藤 昌亮／著 中央公論新社 548.3  

はじめての Windows 11 戸内 順一／著 秀和システム 548.4  

鉄の日本史 邪馬台国から八幡製鐵所開所まで 松井 和幸／著 筑摩書房 564  

焼酎の科学 発酵、蒸留に秘められた日本人の知恵と技  

鮫島 吉廣／著 講談社 588.5  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

食べものが足りない！ 食料危機問題がわかる本 井出 留美／著 旬報社 611.3  

リンゴの文化誌 マーシャ・ライス／著 原書房 625.2  

植物画で彩る美しい花言葉 花図譜で楽しむ、小さな物語  

二宮 孝嗣／著 ナツメ社 627  

人材派遣のことならこの１冊 岡田 良則／著 自由国民社 673.9  

敗者のゲーム チャールズ・エリス／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 676.3  

鎌倉殿の 13人 前編 三谷 幸喜／作 NHK出版 699.9  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

366日の東京アートめぐり 国宝・伝統工芸から現代美術・サブカルチャーまで  

安原 もゆる／著 三才ブックス 706.9  

すぐに描きたいはがき絵 180 わかりやすい・描きやすい  

小池 良子／著 日貿出版社 724.1  

とりあえず、素人っぽく見えないデザインのコツを教えてください！  

初心者のためのデザイン書 ingectar‐e／著 インプレス 727  

写真論 距離・他者・歴史 港 千尋／著 中央公論新社 740.4/ﾐ 

楽しく遊ぼう！紙のおもちゃ部 簡単、かわいい紙のおもちゃがいっぱい！  

moko／著 日本ヴォーグ社 754.9  

図説ダイヤモンドの文化史 伝説、通貨、象徴、犯罪まで  

マーシャ・ポイントン／著 原書房 755.3  

刀装具 新・解体新書 生田 享子／著 天夢人 756.6  

日本刀入門 この一冊で魅力がわかる 刀剣ファン編集部／著 天夢人 756.6  
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◆◆◆７００ 語学（つづき）◆◆◆ 

韓国エンタメはなぜ世界で成功したのか 菅野 朋子／著 文藝春秋 772.21  

第三の人生は、後半へ続く！ キートン山田／著 潮出版社 772.8/ｷ 

サンダーバード完全読本。 ペン編集部／編 CCCメディアハウス 778.8  

菊池寛が落語になる日 春風亭 小朝／著 文藝春秋 779.1  

林家木久扇一門本 天下御免のお弟子たち  

木久扇と弟子たち／著 秀和システム 779.1  

浪曲は蘇る 玉川福太郎と伝統話芸の栄枯盛衰 杉江 松恋／著 原書房 779.1  

誰も書けなかったジャンボ尾崎 金子 柱憲／著 主婦の友社 783.8  

イントゥ・ザ・プラネット  

ありえないほど美しく、とてつもなく恐ろしい水中洞窟への旅  

ジル・ハイナース／著 新潮社 785.2  

中央アルプス・御嶽山・白山 津野 祐次／著 山と溪谷社 786.1  

心と体に効くお香のある生活 椎名 まさえ／監修 日東書院本社 792  

 

８００ 語学                                                        

日本語の起源 ヤマトコトバをめぐる語源学 近藤 健二／著 筑摩書房 810.2  

「させていただく」の使い方 日本語と敬語のゆくえ  

椎名 美智／著 KADOKAWA 810.4/ｼ 

本当は怖い京ことば 大淵 幸治／著 リベラル社 818.62  

ゼロから１人でベトナム語 読む！書く！聞く！話す！  

寺田 雄介／著 あさ出版 829.37  

「英語耳」独習法 これだけでネイティブの英会話を楽に自然に聞き取れる  

松澤 喜好／著 KADOKAWA 831.1  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

文豪ナビ藤沢周平 静かに生きる力強さ。 新潮文庫／編 新潮社 910.2/ﾌ 

村上春樹クロニクル BOOK１ 小山 鉄郎／著 春陽堂書店 910.2/ﾑ 

タイム・スリップ芥川賞  

「文学って、なんのため？」と思う人のための日本文学入門  

菊池 良／著 ダイヤモンド社 910.26  

古典を読んだら、悩みが消えた。  

世の中になじめない人に贈るあたらしい古典案内  

安田 登／著 大和書房 910.4/ﾔ 
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◆◆◆９００～９１９ 文学一般、日本の文学（つづき）◆◆◆ 

夏井いつきの世界一わかりやすい俳句鑑賞の授業  

夏井 いつき／著 PHP研究所 911.3  

鶴 句集伊月集 夏井 いつき／著 朝日出版社 911.3/ﾅ 

伊賀の人・松尾芭蕉 北村 純一／著 文藝春秋 911.32  

わたしの芭蕉 加賀 乙彦／著 講談社 911.32  

シルバー川柳 ああ夫婦編 笑いあり、しみじみあり  

みやぎシルバーネット／編 河出書房新社 911.4  

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

ボタニカ 朝井 まかて／著 祥伝社 913.6/ｱｻｲ 

急流・富士川殺意の悔恨 梓 林太郎／著 祥伝社 913.6/ｱｽｻ 

したいとか、したくないとかの話じゃない 足立 紳／著 双葉社 913.6/ｱﾀﾁ 

捜査線上の夕映え 有栖川 有栖／著 文藝春秋 913.6/ｱﾘｽ 

サーキット・スイッチャー 安野 貴博／著 早川書房 913.6/ｱﾝﾉ 

我が友、スミス 石田 夏穂／著 集英社 913.6/ｲｼﾀ 

雨の日には車をみがいて 五木 寛之／著 幻冬舎 913.6/ｲﾂｷ 

威風堂々 上・下 伊東 潤／著 中央公論新社 913.6/ｲﾄｳ 

灰色の評決 犬塚 理人／著 二見書房 913.6/ｲﾇｽ 

竜血の山 岩井 圭也／著 中央公論新社 913.6/ｲﾜｲ 

月の光の届く距離 宇佐美 まこと／著 光文社 913.6/ｳｻﾐ 

創世の日 巨大財閥解体と総帥の決断 江上 剛／著 朝日新聞出版 913.6/ｴｶﾐ 

あずかりやさん ５ 大山 淳子／著 ポプラ社 913.6/ｵｵﾔ 

もう別れてもいいですか 垣谷 美雨／著 中央公論新社 913.6/ｶｷﾔ 

名前だけでもおぼえてください 風 カオル／著 小学館 913.6/ｶｾ 

ミーツ・ザ・ワールド 金原 ひとみ／著 集英社 913.6/ｶﾈﾊ 

ちょっと思い出しただけ 松居 大悟／原作・脚本 リトルモア 913.6/ｷﾏﾀ 

探花 今野 敏／著 新潮社 913.6/ｺﾝﾉ 

六つの村を越えて髭をなびかせる者 西條 奈加／著 PHP研究所 913.6/ｻｲｼ 

山狩 笹本 稜平／著 光文社 913.6/ｻｻﾓ 

オン・ザ・プラネット 島口 大樹／著 講談社 913.6/ｼﾏｸ 

黛家の兄弟 砂原 浩太朗／著 講談社 913.6/ｽﾅﾊ 

枳殻家の末娘 高橋 三千綱／著 青志社 913.6/ﾀｶﾊ 

教育 遠野 遙／著 河出書房新社 913.6/ﾄｵﾉ 



13 

 

◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

鑑定人 氏家京太郎 中山 七里／著 双葉社 913.6/ﾅｶﾔ 

特許やぶりの女王 弁理士・大鳳未来 南原 詠／著 宝島社 913.6/ﾅﾝﾊ 

城崎にて、殺人 西村 京太郎／著 中央公論新社 913.6/ﾆｼﾑ 

スター・シェイカー 人間六度／著 早川書房 913.6/ﾆﾝｹ 

名探偵に甘美なる死を 方丈 貴恵／著 東京創元社 913.6/ﾎｳｼ 

アクトレス 誉田 哲也／著 光文社 913.6/ﾎﾝﾀ 

にべ屋往来記 村木 嵐／著 文藝春秋 913.6/ﾑﾗｷ 

桜風堂夢ものがたり 村山 早紀／著 PHP研究所 913.6/ﾑﾗﾔ 

おネコさま御一行 群 ようこ／著 角川春樹事務所 913.6/ﾑﾚ 

ミス・サンシャイン 吉田 修一／著 文藝春秋 913.6/ﾖｼﾀ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

一期一会の人びと 五木 寛之／著 中央公論新社 914.6/ｲﾂｷ 

老後とピアノ 稲垣 えみ子／著 ポプラ社 914.6/ｲﾅｶ 

モヤモヤするけどスッキリ暮らす 岸本 葉子／著 中央公論新社 914.6/ｷｼﾓ 

忘却の野に春を想う 姜 信子／著 白水社 914.6/ｷﾖｳ 

幸田文 老いの身じたく 幸田 文／著 平凡社 914.6/ｺｳﾀ 

とどのつまり人は食う 佐野 洋子／著 河出書房新社 914.6/ｻﾉ 

100歳まで生きてどうするんですか？ 末井 昭／著 中央公論新社 914.6/ｽｴｲ 

寂聴さんに教わったこと 瀬尾 まなほ／著 講談社 914.6/ｾｵ 

その日まで 瀬戸内 寂聴／著 講談社 914.6/ｾﾄｳ 

新種の老人とーやまの思考と暮らし 1997年・35才-2022年・60才  

遠山 正道／著 産業編集センター 914.6/ﾄｵﾔ 

日本人の宿題 歴史探偵、平和を謳う 半藤 一利／著 NHK出版 914.6/ﾊﾝﾄ 

違和感ワンダーランド 松尾 貴史／著 毎日新聞出版 914.6/ﾏﾂｵ 

時代のカナリア 今こそ女性たちに伝えたい！  

湯川 れい子／著 集英社 914.6/ﾕｶﾜ 

作家と珈琲 平凡社編集部／編 平凡社 914.6/ 

介護は万事塞翁が馬 100歳のかあちゃんを自宅で看た話 

 桜井 ひろ子／著 新読書社 916/ｻｸﾗ 

東大教授、若年性アルツハイマーになる 若井 克子／著 講談社 916/ﾜｶｲ 
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９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

陶淵明全詩文集 陶 淵明／著 筑摩書房 921.4  

年月日 閻 連科／著 白水社 923/ｴ 

シソンから、 チョン セラン／著 亜紀書房 929.1/ﾁ 

嘆きの探偵 バート・スパイサー／著 論創社 933/ｽ 

母を燃やす アヴニ・ドーシ／著 早川書房 933/ﾄ 

とうもろこし倉の幽霊 R.A.ラファティ／著 早川書房 933/ﾗ 

GROUP！ 心がぐちゃぐちゃな私を救ったグループセラピーの記録  

クリスティ・テート／著 CCCメディアハウス 934/ﾃ 

良心の囚人 自由を放棄しないという選択 マ・ティーダ／著 論創社 934/ﾏ 

アントワネット ロベルト・ヴェラーヘン／著 集英社 949.3/ｳ 

メルヴィルに挨拶するために ジャン・ジオノ／著 彩流社 953/ｼ 

シャアバの子供 アズーズ・ベガーグ／著 水声社 953/ﾍ 

アウシュヴィッツの小さな姉妹 タチアナ・ブッチ／著 アストラハウス 974/ﾌ 

地獄の裏切り者 パーヴェル・ペッペルシテイン／著 水声社 983/ﾍ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

後宮の花は偽りに染まる 後宮の花シリーズ 7 天城 智尋／著 双葉社 BN/ｱﾏ 

航空自衛隊副官怜於奈 ３ 数多 久遠／著 角川春樹事務所 BN/ｱﾏ 

熊本城の罠 城下町奉行日記 井川 香四郎／著 小学館 BN/ｲｶ 

夜は不思議などうぶつえん 石田 祥／著 双葉社 BN/ｲｼ 

金蔵破り 隠密船頭 8 稲葉 稔／著 光文社 BN/ｲﾅ 

開戦 惣目付臨検仕る 3  上田 秀人／著 光文社 BN/ｳｴ 

記憶の中の誘拐 赤い博物館 大山 誠一郎／著 文藝春秋 BN/ｵｵ 

死者の贈り物 長田 弘／著 角川春樹事務所 BN/ｵｻ 

うちの旦那が甘ちゃんで 鼠小僧次郎吉編 神楽坂 淳／著 講談社 BN/ｶｸ 

いい湯じゃのう １ 風野 真知雄／著 PHP研究所 BN/ｶｾ 

駆け落ちの罠 新・木戸番影始末 3 喜安 幸夫／著 光文社 BN/ｷﾔ 

隠し絵 風烈廻り与力・青柳剣一郎 56 小杉 健治／著 祥伝社 BN/ｺｽ 

錆喰いビスコ ８ 瘤久保 慎司／著 KADOKAWA BN/ｺﾌ 

闇の中の子供/ゴルディアスの結び目  

トクマの特選! 小松左京“21世紀”セレクション 2 

小松 左京／著 徳間書店 BN/ｺﾏ 

虚構の殺人者 東京ベイエリア分署 今野 敏／著 角川春樹事務所 BN/ｺﾝ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

異変ありや 空也十番勝負 6 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

曰窓 照れ降れ長屋風聞帖 17 坂岡 真／著 双葉社 BN/ｻｶ 

おやつが好き お土産つき 坂木 司／著 文藝春秋 BN/ｻｶ 

新・浪人若さま新見左近 ９ 佐々木 裕一／著 双葉社 BN/ｻｻ 

凪の光景 佐藤 愛子／著 文藝春秋 BN/ｻﾄ 

初午いなり 木挽町芝居茶屋事件帖 篠 綾子／著 角川春樹事務所 BN/ｼﾉ 

第８監房 柴田 錬三郎／著 筑摩書房 BN/ｼﾊ 

義元、遼たり 鈴木 英治／著 徳間書店 BN/ｽｽ 

謀聖 尼子経久伝 青雲の章 武内 涼／著 講談社 BN/ﾀｹ 

覚悟の算盤 湯屋のお助け人 3 千野 隆司／著 双葉社 BN/ﾁﾉ 

江戸は浅草 ４ 知野 みさき／著 講談社 BN/ﾁﾉ 

十二神将変 塚本 邦雄／著 河出書房新社 BN/ﾂｶ 

人類よさらば 筒井 康隆／著 河出書房新社 BN/ﾂﾂ 

伝説の隠密 ２ しあわせ長屋人情帖 中岡 潤一郎／著 コスミック出版 BN/ﾅｶ 

連理の宝 Cocoon外伝 夏原 エヰジ／著 講談社 BN/ﾅﾂ 

十津川警部捜査行 湘南情死行 西村 京太郎／著 双葉社 BN/ﾆｼ 

雨乞の左右吉捕物話 長谷川 卓／著 祥伝社 BN/ﾊｾ 

拙者、妹がおりまして ４ 馳月 基矢／著 双葉社 BN/ﾊｾ 

密命将軍松平通春 ３ 早見 俊／著 コスミック出版 BN/ﾊﾔ 

無駄死に 日暮左近事件帖 12 藤井 邦夫／著 光文社 BN/ﾌｼ 

功罪の籤 本丸目付部屋 10 藤木 桂／著 二見書房 BN/ﾌｼ 

岡っ引黒駒吉蔵 藤原 緋沙子／著 文藝春秋 BN/ﾌｼ 

コンビニ兄弟 ２ テンダネス門司港こがね村店 町田 そのこ／著 新潮社 BN/ﾏﾁ 

刑事失格 新・強請屋稼業 南 英男／著 光文社 BN/ﾐﾅ 

長城のかげ 宮城谷 昌光／著 文藝春秋 BN/ﾐﾔ 

旋律 君と出逢えた奇跡 望月 麻衣／著 双葉社 BN/ﾓﾁ 

旅は道づれきりきり舞い 諸田 玲子／著 光文社 BN/ﾓﾛ 

夜のお茶漬け 食堂のおばちゃん 11 山口 恵以子／著 角川春樹事務所 BN/ﾔﾏ 

赤い蠟人形 山田風太郎傑作選 推理篇 山田 風太郎／著 河出書房新社 BN/ﾔﾏ 

俺を好きなのはお前だけかよ 17 駱駝／著 KADOKAWA BN/ﾗｸ 

相剋 警察小説傑作選 大沢 在昌／著 PHP研究所 BN  

心霊電流 上・下 スティーヴン・キング／著 文藝春秋 B/ｷﾝ 

冤罪法廷 上・下 ジョン・グリシャム／著 新潮社 B/ｸﾘ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

法王庁の抜け穴 ジッド／著 光文社 B/ｼｲ 

ハイビスカス・ティーと幽霊屋敷 お茶と探偵 22  

ローラ・チャイルズ／著 原書房 B/ﾁﾔ 

塩の湿地に消えゆく前に ケイトリン・マレン／著 早川書房 B/ﾏﾚ 

地獄のソトム 宇宙英雄ローダン・シリーズ 656  

H.G.エーヴェルス／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

盗聴拠点ピンホイール 宇宙英雄ローダン・シリーズ 657  

マリアンネ・シドウ／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

星まとう君に約束を 上・下 ドラゴンハート・トリロジー 2 

ノーラ・ロバーツ／著 扶桑社 B/ﾛﾊ 

 

Ｔ 暮らし                                                

新しいあいさつ・スピーチ文例集  

コロナで変わった！冠婚葬祭・職場・学校・諸行事例文集  

すぴーち工房／著 法研 T0  

はじめてのひとり暮らし安心ガイド 造事務所／編 メディアパル T0  

長生き地獄 資産尽き、狂ったマネープランへの処方箋  

森永 卓郎／著 KADOKAWA T0  

ミシンスタート BOOK ０からはじめるソーイング 日本ヴォーグ社 T11  

クロスステッチで楽しむアンティークタイルの模様  

可愛い日本製マジョリカタイルの図案 遠藤 佐絵子／著 河出書房新社 T15  

レトロかわいい刺しゅう 韓国発刺しゅう図案集 ノ ジヘ／著 朝日新聞出版 T15  

かぎ針で編むミニチュア動物大集合  アップルミンツ T16  

手縫いでちくちくどうぶつぬいぐるみ 尾崎 歩美／著 文化学園文化出版局 T16  

かぎ針で編むリカちゃんのカジュアルワードローブ アップルミンツ T19  

銀座料亭の若女将が教える料亭レベルのレンチンレシピ  

伊藤 ミナ子／著 ダイヤモンド社 T41  

ハーブのひと皿 香りあふれる 157レシピ Scales／著 立東舎 T41  

焼くだけで絶品グリルレシピ あつあつ、おいしい！すぐ食べたいレシピ 63  

武蔵 裕子／著 新星出版社 T41  

おいしい煮込み 5人の料理家が作り続けているレシピ  

上田 淳子／著 西東社 T41  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

はじめてのスープ弁当 素材の切り方や量がひと目でわかる 

 市瀬 悦子／著 家の光協会 T42  

何度でも作って、食べたくなる本当においしいお菓子の作り方 

 marimo／著 KADOKAWA T46  

ホットケーキミックスでおうちカフェ焼き菓子  

“scone muffin cookie pound cake…etc.”  

主婦と生活社／編 主婦と生活社 T46  

オートミール楽やせスープレシピ おなかいっぱい食べてもマイナス 10kg！  

岩崎 啓子／著 宝島社 T49  

「嚙める」「飲み込める」がうれしい料理 食べやすくするポイントがひと目でわかる！ 

山田 晴子／食事指導 女子栄養大学出版部 T49  

多肉植物図鑑 NHK出版決定版 小林 浩／監修 NHK出版 T6  

知識ゼロからの有機・無農薬の家庭菜園 写真とイラストでよくわかる  

本多 勝治／著 家の光協会 T6  

庭全体が美しく見える剪定の本 田口 裕之／著 日本文芸社 T6  

ベビー用品完全ガイド 2022 晋遊舎 T8  

子育てに迷ったときのお母さんへの言葉 佐々木 正美／著 大和書房 T9  

子どもの考える力を伸ばす聴き方・伝え方 スウェーデンに学ぶ「幸せな子育て」  

岸田 雪子／著 三笠書房 T9  

ドイツ流絶対に怒らない子育て  

「どうして言うことを聞かないの？」がこれ 1冊でなくなる！  

ダニエレ・グラフ／著 飛鳥新社 T9  

 

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

所得税取扱通達集 令和 3年 11月 1日現在  

日本税理士会連合会／編 中央経済社 SH5  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

日記書簡集解題目録 ２期  

日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ R281  

データブックオブ・ザ・ワールド Vol.34(2022)  

世界各国要覧と最新統計 二宮書店 R350  

美術年鑑 ２０２２ 美術年鑑編集部／編集 美術年鑑社 R705.9  
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 日付 時間 対象 

中央図書館 

 

 

3 月 9 日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生 

3 月 24 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

高幡図書館 3 月 2 日(水) 

  

15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

日野図書館 ３月 16 日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

多摩平図書館 3 月 10 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

3 月２３日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生 

百草図書館 3 月 16 日(水) 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 3 月 17 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

 

小学生向けおはなし会は申込み制です！ 
 
 

３/1（火）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 

 

 

---------------- 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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曜日 時間 駐車場 住所 3 月 4 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：00～11：00 石田環境プラザ 石田 1-13-4 
3 日 

 

17 日 

7 日 

 

21 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 

4 日 

 

18 日  

1 日 

 

15 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） 

9 日 

23 日 

13 日 

27 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  

14 日 

 

28 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  

8 日 

 

22 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 3 月・４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。 


