
1 

 

４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） 
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・29 日 

 

～ひろばもくじ～ 

P.2 スタンプラリーin日野宿 2022日野宿発見隊 

P.3 第４次図書館基本計画皆様の声を大募集！ 

P.4 2021年度下半期図書館展示本の紹介 

P.5 ゴールデンウイーク開館情報！ 

P.6 図書館に入った新しい本 

P.21 図書館員の本箱 

P.22 おはなし会のお知らせ 

P.23 お問い合わせは、お近くの図書館へ 

P.24 移動図書館ひまわり号４月・５月巡回日程 
 

２９日（金）の祝日は開館しています！ 

（市政図書室除く） 

２０２２年 ４月号 

№272 
 

https://www.google.co.jp/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://illustmansion.com/spring/summary/beautiful-sakura&ved=2ahUKEwjC-Yi-v7r2AhUDK6YKHYGjBac4KBCqhQF6BAgHEAE&usg=AOvVaw2DnejhhlEpHm4CEKXZCwlv
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◆日 程：５月７日(土) 〈第２５回ひの新選組まつり初日〉 

◆時 間：午前１０時～午後４時 受付は午後３時まで 

◆参加方法：事前申込みは不要です。当日、受付でスタンプ帳を 

手に入れ、設置ポイントを訪ねます。 

◆受付場所： ＪＲ日野駅東口広場 

◆ゴール：日野宿本陣 午後４時しめきり 

スタンプ１０個で景品を進呈します。 

◆参加費：３００円 （スタンプ帳代） 

◆スタンプポイント：坂下地蔵尊、とんがらし地蔵、八坂神社、 

日野煉瓦橋、日野銀行跡、宝泉寺、大昌寺など 

 ※今回、新たなスタンプポイントが１か所加わります。お楽しみに！ 

◆問合せ：日野宿発見隊事務局日野図書館   

電話５８４－０４６７ 

 

 

 

※新型コロナウイルスの影響で、大幅に内容が変更する場合があります。 

最新の情報は日野宿発見隊ホームページ（https://www.hinoshuku.com）で 

ご確認ください。 

 

迫力満点の巨大手彫りスタンプを押しながら、 

日野宿散策をお楽しみください。 

スタンプ見本 

直径１０センチ      

https://www.hinoshuku.com/
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２０２１年度 

下半期図書館展示本の紹介 

１０月のテーマ 

中央図書館 …「フレイル予防」 

高幡図書館 …「子育てする人を応援！」 

日野図書館 …「環境」 

多摩平図書館…「ことば」 

平山図書館 …「江戸を学ぶ」 

百草図書館 …「東京いまむかし」 

 

１２月のテーマ 

中央図書館 …「蟹江杏さん展示」 

高幡図書館 …「あたたかい本」 

日野図書館 …「働きがいも経済成長も」 

多摩平図書館…「「先生」ってどんな人たち？」 

平山図書館 …「環境について考える」 

百草図書館 …「小説と絵画」 

 

１１月のテーマ 

中央図書館 …「子育て支援・児童虐待防止」 

高幡図書館 …「自分らしい「締めくくり」を考えるために」 

日野図書館 …「安全な水とトイレを世界中に」 

多摩平図書館…「税を考える」  

平山図書館 …「児童虐待防止」 

百草図書館 …「SDGｓとは」 

 

図書館では毎月各館で、テーマを決めて図書展示をしています。 

下半期の各館展示をまとめてみました。 

展示した本が気になる方は職員へお尋ねください。 

https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008332
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１月のテーマ 

中央図書館 …「詩歌の世界」 

高幡図書館 …「食べること」 

日野図書館 …「ジェンダー平等を実現しよう」 

多摩平図書館…「雲」 

平山図書館 …「赤ちゃんのいるくらし」 

百草図書館 …「縄文展示」 

 

２月のテーマ 

中央図書館 …「みんなでむかえる赤ちゃんのいるくらし」 

高幡図書館 …「てのひら写真」 

日野図書館 …「海の生き物編【海の豊かさ】を守ろう」 

多摩平図書館…「お風呂」 

平山図書館 …「日野市の産業」 

百草図書館 …「縄文展示」 

 

３月のテーマ 

中央図書館 …「逃げてみる」 

高幡図書館 …「団地と暮らし」 

      （高幡台団地空間活用プロジェクト関連展示） 

日野図書館 …「気候変動に具体的な対策を」 

多摩平図書館…「少しだけ、肩の力をぬいてみませんか？」 

平山図書館 …「農業・園芸」 

百草図書館 …「俳句」 

 

ゴールデンウイーク開館情報！ 

4 月 29 日（金）・30 日（土）・5 月 1 日（日）・3 日（火）・4 日（水）・

5 日（木）の土日祝は朝 10 時から夕方 17 時まで、市政図書室を除き開

館しています。 

なお、5 月 2 日（月）は市政図書室のみ開館となります。 

https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008111
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図書館に入った 新 し い 本 
1月 28日から 2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                                       

エリートと教養 ポストコロナの日本考 村上 陽一郎／著 中央公論新社 002  

<自分>を知りたい君たちへ 読書の壁 養老 孟司／著 毎日新聞出版 019  

レインボーブックガイド 多様な性と生の絵本  

草谷 桂子／著 子どもの未来社 019.5  

「一万円選書」でつながる架け橋 北海道の小さな町の本屋・いわた書店  

岩田 徹／著 竹書房 023.91  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

絶望から希望へ 悩める若者と哲学者の“幸福”をめぐる対話 

 岸見 一郎／著 大和書房 104/ｷ 

人生はゲームなのだろうか？ <答えのなさそうな問題>に答える哲学  

平尾 昌宏／著 筑摩書房 113  

思考実験 科学が生まれるとき 榛葉 豊／著 講談社 116  

「新しさ」の日本思想史 進歩志向の系譜を探る 西田 知己／著 筑摩書房 121 

中国思想史 武内 義雄／著 講談社 122  

クリティック再建のために 木庭 顕／著 講談社 130  

ハイデガー 世界内存在を生きる 高井 ゆと里／著 講談社 134.9  

裏切り者は顔に出る 上司、顧客、家族のホンネは「表情」から読み解ける  

清水 建二／著 中央公論新社 141.6  

<叱る依存>がとまらない 村中 直人／著 紀伊國屋書店 141.7  

半径３メートルの倫理 オギリマ サホ／著 産業編集センター 150.4/ｵ 

心を鍛える 堀江 貴文／著 KADOKAWA 159  

御朱印でめぐる東京の神社 集めるごとに運気アップ！  

地球の歩き方編集室／編集 地球の歩き方 175.9  

善光寺と諏訪大社 神仏習合の時空間 長尾 晃／著 鳥影社 188.4  
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２００ 歴史・伝記・地理                                                

なぜ人類は戦争で文化破壊を繰り返すのか  

ロバート・ベヴァン／著 原書房 209  

装飾古墳ガイドブック 九州の装飾古墳 柳沢 一男／著 新泉社 212  

東アジアと日本 吉村 武彦／編 KADOKAWA 213  

対決の東国史 ４ 吉川弘文館 214  

江戸幕府の北方防衛 いかにして武士は「日本の領土」を守ってきたのか  

中村 恵子／著 ハート出版 215  

戊辰戦争と草莽の志士 切り捨てられた者たちの軌跡  

高木 俊輔／著 吉川弘文館 216.1  

リーダーたちの日清戦争 佐々木 雄一／著 吉川弘文館 216.5  

731部隊全史 石井機関と軍学官産共同体 常石 敬一／著 高文研 217.5  

ものがたり戦後史 「歴史総合」入門講義 富田 武／著 筑摩書房 217.6  

ポル・ポトの悪夢 大量虐殺はなぜ起きたのか 井上 恭介／著 論創社 223.5  

インダス文明 文明社会のダイナミズムを探る 上杉 彰紀／著 雄山閣 225  

古代インカ・アンデス不可思議大全   芝崎 みゆき／著 草思社 268  

難民に希望の光を 真の国際人緒方貞子の生き方 中村 恵／著 平凡社 281/ｵ 

秋篠宮家と小室家 文藝春秋／編 文藝春秋 288.4  

ルース・ベイダー・ギンズバーグ アメリカを変えた女性  

ルース・ベイダー・ギンズバーグ／著 晶文社 289.8/ｷ 

地球の歩き方ムー 異世界の歩き方 地球の歩き方 290.9  

東京休日端っこ散歩 ソワソワと好奇心をかき立てる東京端っこ探訪記  

岩本 薫／著 山と溪谷社 291.36  

「それから」の大阪 スズキ ナオ／著 集英社 291.63  

水納島再訪 橋本 倫史／著 講談社 291.9  

アンデス・マチュピチュへっぽこ紀行  インカ・プレインカ遺跡の旅 

 芝崎 みゆき／著 草思社 296.8  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

ホッブズ リヴァイアサン 梅田 百合香／著 KADOKAWA 311  

オードリー・タンが語るデジタル民主主義  

オードリー・タン／述 NHK出版 312.22  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

地図とデータで見る国境問題の世界ハンドブック  

ユゴー・ビヤール／著 原書房 312.9  

全国水平社 1922-1942 差別と解放の苦悩 朝治 武／著 筑摩書房 316.3  

連合赤軍 革命のおわり革命のはじまり 鈴木 創士／編 月曜社 316.5  

14歳から考えたいアメリカの奴隷制度  

ヘザー・アンドレア・ウィリアムズ／著 すばる舎 316.85  

自分で始めた人たち 社会を変える新しい民主主義  

宇野 重規／著 大和書房 318  

宿命の衝突 ニクソン・ショックから 50年  

田久保 忠衛／著 ビジネス社 319.1  

妻六法 森 公任／著 扶桑社 320  

清く楽しく美しい推し活 推しから愛される術  

河西 邦剛／著 東京法令出版 320.4/ｶ 

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  

出所者支援ハンドブック 刑事司法ソーシャルワークを実践する 

 掛川 直之／編著 旬報社 326.5  

オークション・デザイン ものの値段はこう決める  

ポール・ミルグロム／著 早川書房 331.1  

バブル再び 日経平均株価が 4万円を超える日 長嶋 修／著 小学館 332.1  

数字中国 コロナ後の「新経済」 西村 友作／著 中央公論新社 332.22  

世界はコロナとどう闘ったのか？ パンデミック経済危機  

アダム・トゥーズ／著 東洋経済新報社 333.6  

東京都の人口分析 東京都における人口予測モデルの構築 

 菅 幹雄／著 日本評論社 334.2  

移動力と接続性 上・下 文明 3.0の地政学 パラグ・カンナ／著 原書房 334.4  

土地法制の改革 土地の利用・管理・放棄 山野目 章夫／著 有斐閣 334.6  

おもちゃ 河井案里との対話 常井 健一／著 文藝春秋 312.8/ｶ 

会社を辞めない起業  

失敗リスクを限りなくゼロにできる８つのスモールステップ  

松田 充弘／著 日本実業出版社 335 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

図解 NPO法人の設立と運営のしかた  

これならわかる！つくり方から解散の手続きまで  

宮入 賢一郎／著 日本実業出版社 335.8  

次世代型リーダーの基準 世界基準で「話す」「導く」「考える」 

 田口 力／著 KADOKAWA 336.3  

10分仕事術 すきま時間を味方につける 滝岡 幸子／著 同文舘出版 336.4  

テキストには書いていない決算書の新常識  

長谷川 正人／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 336.9  

アラビアのマリア・テレジア銀貨 外国通貨の流れから見たアラビア半島の近代史 

山崎 祐輔／著 彩流社 337.22  

図解身近な「金利」と「お金」のことが 3時間でわかる本  

角川 総一／著 明日香出版社 338.1  

個人事業主のための節税のしくみがわかる本  

高橋 智則／著 同文舘出版 345  

大衆運動 エリック・ホッファー／著 紀伊國屋書店 361  

頭がよくなる！要約力 齋藤 孝／著 筑摩書房 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  

「毒親」って言うな！ 斎藤 学／著 扶桑社 367.3  

ビジネスパーソンが知っておきたい LGBTQ+の基礎知識  

伊藤 義博／著 秀和システム 367.6  

しゃべらなくても楽しい！シニアの足腰を鍛える転倒予防体操 50  

斎藤 道雄／著 黎明書房 367.9  

ザ・コーポレーション 上・下 キューバ・マフィア全史  

T.J.イングリッシュ／著 早川書房 368.5  

最期の声 ドキュメント災害関連死 山川 徹／著 KADOKAWA 369.3  

外国人の子ども白書 権利・貧困・教育・文化・国籍と共生の視点から  

荒牧 重人／編 明石書店 369.4  

鼎談なぜ子どもたちは生きづらいのか 「いま」を生き抜くためのヒント  

天童 荒太／著 金剛出版 371.4  

子どもが教育を選ぶ時代へ 野本 響子／著 集英社 372  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

女教師たちの世界一周 小公女セーラからブラック・フェミニズムまで  

堀内 真由美／著 筑摩書房 372.33  

「使い捨てられる教師たち」の知られざる実態 非正規教員の研究  

佐藤 明彦／著 時事通信出版局 374.3  

日本の中の外国人学校 月刊イオ編集部／編著 明石書店 376.9  

かくあげ先生の発達障害・グレーゾーン子育て新ベストテクニック 54  

撹上 雅彦／著 インプレス 378  

ろう者と聴者の懸け橋に 「手話通訳士」兼「日本語教師」の挑戦  

鈴木 隆子／著 大月書店 378.2  

ママ産婦人科医による「生理」と「セックス」を子どもに正しく伝えるための本 

 宮川 三代子／著 PHP研究所 379.8 

ビジネスエリートの必須教養「世界の民族」超入門  

世界 96カ国で学んだ元外交官が教える 山中 俊之／著 ダイヤモンド社 382  

<洗う>文化史 「きれい」とは何か  

国立歴史民俗博物館／編 吉川弘文館 382.1  

テルマエと浮世風呂 古代ローマと大江戸日本の比較史  

本村 凌二／著 NHK出版 383.6  

大正ガールズコレクション 女学生・令嬢・モダンガールの生態 

 石川 桂子／編著 河出書房新社 384.6  

年中行事百科 有職故実から学ぶ 八條 忠基／著 淡交社 386  

戦術の名著を読む 木元 寛明／著 祥伝社 391.3  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

EXTRA LIFE なぜ 100年間で寿命が 54年も延びたのか  

スティーブン・ジョンソン／著 朝日新聞出版 402  

数式図鑑 楽しく、美しく、役に立つ科学の宝石箱  

横山 明日希／著 講談社 410  

ニュースの数字をどう読むか 統計にだまされないための 22章 

 トム・チヴァース／著 筑摩書房 417  

宇宙を支配する「定数」 万有引力定数から光速、プランク定数まで  

臼田 孝／著 講談社 420  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

文系のためのめっちゃやさしい量子論  

松尾 泰／監修 ニュートンプレス 429.1  

ケミストリー世界史 その時、化学が時代を変えた！  

大宮 理／著 PHP研究所 430  

最強に面白い！！宇宙の終わり ニュートンプレス 443.9  

デジタル社会の地図の読み方作り方 若林 芳樹／著 筑摩書房 448.9  

絶景の成り立ちを学ぶ ビジュアルで身につく「大人の教養」 

 山口 耕生／監修 世界文化社 450.9  

カンブリアンモンスター図鑑 図説 千崎 達也／文・絵 秀和システム 457.8  

怖くて眠れなくなる植物学 稲垣 栄洋／著 PHP研究所 471  

先生、モモンガがお尻でフクロウを脅しています？  

小林 朋道／著 築地書館 481.7  

にっぽんツバメ紀行 宮本 桂／写真 カンゼン 488.9  

ビーバー 世界を救う可愛いすぎる生物  

ベン・ゴールドファーブ／著 草思社 489.4  

人間が生きているってこういうことかしら？ 中村 桂子／著 ポプラ社 490.1  

季節の不調が必ずラクーになる本 花粉症 夏バテ カゼ  

瀬戸 佳子／著 文化学園文化出版局 490.9  

寝る脳は風邪をひかない 池谷 裕二／著 扶桑社 491.37  

発達障害「グレーゾーン」 その正しい理解と克服法  

岡田 尊司／著 SBクリエイティブ 493.76  

がんの？に答える本 がん相談ホットラインに寄せられた 100の質問と回答 

 日本対がん協会／監修 学研プラス 494.5  

ニキビは皮膚科で治す 正しい治療法とセルフケアの仕方  

鳥居 靖史／著 現代書林 494.8  

子宮にいいこと大全 産婦人科医が教える、オトナ女子のセルフケア  

ママ女医ちえこ／著 KADOKAWA 495.43  

大往生入門 健康投資で人生ゲームを乗り切ろう  

岡本 裕／著 ビジネス社 498.3  

次なるパンデミックを防ぐ 反科学の時代におけるワクチン外交 

 ピーター・J.ホッテズ／著 白水社 498.6  
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５００ 技術・工学・環境                                                                      

新しい世界の資源地図 エネルギー・気候変動・国家の衝突 

 ダニエル・ヤーギン／著 東洋経済新報社 501.6  

ネオ・サピエンス誕生 服部 桂／著 集英社インターナショナル 501.8  

トコトンやさしいサービスロボットの本 清水 祐一郎／著 日刊工業新聞社 501.9  

ビジネスモデルの未来予報図 51 2030→2050  

齊田 興哉／著 CCCメディアハウス 504/ｻ 

建設機械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  

増井 麻里子／著 技術評論社 513.8  

トコトンやさしい水道の本 高堂 彰二／著 日刊工業新聞社 518.1  

図解でわかる 14歳から知るごみゼロ社会  

インフォビジュアル研究所／著 太田出版 518.5  

最新カーボンニュートラルの基本と動向がよーくわかる本  

脱炭素社会をめぐる全体像を概観 池原 庸介／著 秀和システム 519.1  

絶滅危惧種はそこにいる 身近な生物保全の最前線  

久保田 潤一／著 KADOKAWA 519.8  

迷宮と迷路の文化史 W.H.マシューズ／著 東京堂出版 520.2  

キテレツ城あるき 長谷川 ヨシテル／著 柏書房 521.8  

やさしく学ぶ建築製図 平・立・断面図からパース、プレゼン図面まで  

松下 希和／著 エクスナレッジ 525.1  

メイカーのためのねじのキホン ねじを知る、使う、作る、そして未来  

門田 和雄／著 技術評論社 531.4  

75歳以上の免許更新が変わる！！！ 速報版  

高齢者安全運転支援研究会／監修 JAFメディアワークス 537.8  

原発事故最悪のシナリオ 石原 大史／著 NHK出版 543.4  

AIが会話できないのはなぜか コモングラウンドがひらく未来 

 西田 豊明／著 晶文社 548.1  

デジタル資産投資 NFTがよくわかる本 松村 雄太／著 秀和システム 548.3  

鍛冶屋 炎の仕事人  

日本の文化と地域の生活を支えてきた鉄の道具を生み出す人たち  

田中 康弘／著 山と溪谷社 581.7  

ウイスキー完全バイブル 土屋 守／監修 ナツメ社 588.5  
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◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 

日本料理は、なぜ世界から絶賛されるのか 奥田 透／著 ポプラ社 596.2  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

ベリーの文化誌 ヴィクトリア・ディッケンソン／著 原書房 625.6  

SDGsな野生動物のマネジメント 狩猟と鳥獣法の大転換  

羽澄 俊裕／著 地人書館 659.7  

イワシとニシンの江戸時代 人と自然の関係史  

武井 弘一／編 吉川弘文館 664.6  

ドンキにはなぜペンギンがいるのか 谷頭 和希／著 集英社 673.8  

思わずクリックしたくなるバナーデザインのきほん  

カトウ ヒカル／著 インプレス 674.6  

年収 300万円からの FIRE入門 最短でお金・時間・人間関係から自由になる  

西野 浩樹／著 ダイヤモンド社 676.5  

物流の世界史  

グローバル化の主役は、どのように「モノ」から「情報」になったのか？  

マルク・レヴィンソン／著 ダイヤモンド社 680  

電車の顔図鑑 ５ 江口 明男／著 天夢人 686.21  

羽田の今昔 写真家がみた羽田空港の 100年 近藤 晃／著 天夢人 687.9  

ディズニーキャストざわざわ日記  

“夢の国”にも××××ご指示のとおり掃除します  

笠原 一郎／著 三五館シンシャ 688.4  

カムカムエヴリバディ Part２ Since 1925 藤本 有紀／作 NHK出版 699.9  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

TOKYO POPから始まる 日本現代美術 1996-2021  

小松崎 拓男／著 平凡社 702.1  

「隠しアイテム」で読み解く春画入門  

鈴木 堅弘／著 集英社インターナショナル 721.8  

もっと知りたいミロ 生涯と作品 松田 健児／著 東京美術 723.8/ﾐ 

戦慄の絵画史 西洋美術で味わう、知的恐怖の物語 

 岡部 昌幸／監修 KADOKAWA 723  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

油絵 Style ＆ Process 基本から応用まで 森田 和昌／著 マール社 724.3  

少女漫画家「家」の履歴書 週刊文春／編 文藝春秋 726.1  

ターシャ・テューダーのイラスト図鑑  

ターシャ・テューダー／著 KADOKAWA 726.5  

読売報道写真集 2022 読売新聞東京本社 747  

nanahoshi の大人かわいいおりがみ 心ときめくモチーフ 27＆アレンジ雑貨 27 

たかはし なな／著 主婦の友社 754.9  

日本刀が見た日本史 深くておもしろい刀の歴史  

「刀剣ファン」編集部／著 天夢人 756.6  

MAROの“偏愛”名曲案内 フォースと共に  

篠崎 史紀／著 音楽之友社 760.4/ｼ 

音楽する脳 天才たちの創造性と超絶技巧の科学  

大黒 達也／著 朝日新聞出版 761.1  

図解近現代日本音楽史 唱歌、校歌、応援歌から歌謡曲まで 

 田中 健次／著 東京堂出版 762.1  

世界史で深まるクラシックの名曲 内藤 博文／著 青春出版社 762.3  

歌舞伎江戸百景 浮世絵で読む芝居見物ことはじめ 藤澤 茜／著 小学館 774  

天職は、声優。 日高 のり子／著 主婦の友インフォス 778.7  

あわてず、あせらず、あきらめず 宮川花子闘病記  

宮川 大助／著 主婦の友社 779.1  

おっさんの掟 「大阪のおばちゃん」が見た日本ラグビー協会 

「失敗の本質」 谷口 真由美／著 小学館 783.4  

日本バッティングセンター考 カルロス矢吹／著 双葉社 783.7  

ゴルフルール BOOK 新星出版社編集部／編 新星出版社 783.8  

日本人とエベレスト 植村直己から栗城史多まで  

山と溪谷社／編 山と溪谷社 786.1  

お茶と権力 信長・利休・秀吉 田中 仙堂／著 文藝春秋 791.2  

 

８００ 語学                                                        

悪い言語哲学入門 和泉 悠／著 筑摩書房 801  

伝わる仕組み 毎日の会話が変わる 51のルール 藤井 貴彦／著 新潮社 809.4  
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◆◆◆８００ 語学（つづき）◆◆◆ 

おいしい味の表現術 瀬戸 賢一／編 集英社インターナショナル 814  

超図解レポート・論文術 学生も社会人も悩まず書けて高評価！  

石井 一成／監修 日本文芸社 816.5  

英語の新常識 杉田 敏／著 集英社インターナショナル 830.4/ｽ 

英語の語源大全 時間を忘れるほど面白い 清水 建二／著 三笠書房 832  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

SFが読みたい！ 2022年版 SFマガジン編集部／編 早川書房 901.3  

日本文学の見取り図 宮崎駿から古事記まで  

千葉 一幹／編著 ミネルヴァ書房 910.2  

瀬戸内寂聴の「喝！」 寂庵こぼれ咲き便り  

加藤 ヒロコ／著 きずな出版 910.2/ｾ 

ふたつの波紋 伊藤 比呂美／著 文藝春秋 910.4/ｲ 

美しいとき 詩集 若松 英輔／著 亜紀書房 911.5/ﾜ 

日本の奇談・珍談 101 古典の玉手箱から 福井 栄一／著 共栄書房 913  

平家物語を読む 古典文学の世界 永積 安明／著 吉川弘文館 913.4  

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

私の盲端 朝比奈 秋／著 朝日新聞出版 913.6/ｱｻﾋ 

ななみの海 朝比奈 あすか／著 双葉社 913.6/ｱｻﾋ 

断罪のネバーモア 市川 憂人／著 KADOKAWA 913.6/ｲﾁｶ 

チェレンコフの眠り Song to the Siren 一條 次郎／著 新潮社 913.6/ｲﾁｼ 

砂嵐に星屑 一穂 ミチ／著 幻冬舎 913.6/ｲﾁﾎ 

ピンク色なんかこわくない 伊藤 朱里／著 新潮社 913.6/ｲﾄｳ 

オオルリ流星群 伊与原 新／著 KADOKAWA 913.6/ｲﾖﾊ 

いえ 小野寺 史宜／著 祥伝社 913.6/ｵﾉﾃ 

信長、鉄砲で君臨する 門井 慶喜／著 祥伝社 913.6/ｶﾄｲ 

すべての季節に君がいて 神田 澪／著  

シンコーミュージック・エンタテイメント 913.6/ｶﾝﾀ 

荒野は群青に染まりて 暁闇編 桑原 水菜／著 集英社 913.6/ｸﾜﾊ 

楽園ジューシー 坂木 司／著 KADOKAWA 913.6/ｻｶｷ 



16 

 

◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

ホワイトルーキーズ 佐竹 アキノリ／著 主婦の友インフォス 913.6/ｻﾀｹ 

花盛りの椅子 清水 裕貴／著 集英社 913.6/ｼﾐｽ 

花咲小路二丁目の寫眞館 小路 幸也／著 ポプラ社 913.6/ｼﾖｳ 

落花流水 鈴木 るりか／著 小学館 913.6/ｽｽｷ 

正義の段階 ヤメ検弁護士・一坊寺陽子 田村 和大／著 双葉社 913.6/ﾀﾑﾗ 

幾度めかの命 暖 あやこ／著 新潮社 913.6/ﾀﾝ 

夜行堂奇譚 嗣人／著 産業編集センター 913.6/ﾂｸﾋ 

タイムマシンに乗れないぼくたち 寺地 はるな／著 文藝春秋 913.6/ﾃﾗﾁ 

ミシンと金魚 永井 みみ／著 集英社 913.6/ﾅｶｲ 

アキレウスの背中 長浦 京／著 文藝春秋 913.6/ﾅｶｳ 

無邪気な神々の無慈悲なたわむれ 七尾 与史／著 二見書房 913.6/ﾅﾅｵ 

恋愛の発酵と腐敗について 錦見 映理子／著 小学館 913.6/ﾆｼｷ 

十津川警部殺意は列車とともに トラベル・ミステリー傑作集 

 西村 京太郎／著 徳間書店 913.6/ﾆｼﾑ 

奇跡 林 真理子／著 講談社 913.6/ﾊﾔｼ 

天国からの宅配便 柊 サナカ／著 双葉社 913.6/ﾋｲﾗ 

ニコデモ 藤谷 治／著 小学館 913.6/ﾌｼﾀ 

その午後、巨匠たちは、 藤原 無雨／著 河出書房新社 913.6/ﾌｼﾜ 

彼女の背中を押したのは 宮西 真冬／著 KADOKAWA 913.6/ﾐﾔﾆ 

ホワイトカメリア FLEETING LEMONADE MIYAMU／作 講談社 913.6/ﾐﾔﾑ 

 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

ないものねだるな 阿川 佐和子／著 中央公論新社 914.6/ｱｶﾜ 

読んで、旅する。 伊集院 静／著 小学館 914.6/ｲｼﾕ 

89歳、ひとり暮らし。 お金がなくても幸せな日々の作りかた 

 大崎 博子／著 宝島社 914.6/ｵｵｻ 

６Bの鉛筆で書く 五味 太郎／著 ブロンズ新社 914.6/ｺﾐ 

迷わない。 107歳の母を看取って 櫻井 よしこ／著 文藝春秋 914.6/ｻｸﾗ 

９割は無駄。 志茂田 景樹／著 あさ出版 914.6/ｼﾓﾀ 

犬棒日記 続 乃南 アサ／著 双葉社 914.6/ﾉﾅﾐ 
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◆◆◆９１４．６～９１７ 日本のエッセイ（つづき）◆◆◆ 

おいしい子育て 平野 レミ／著 ポプラ社 914.6/ﾋﾗﾉ 

親になってもわからない 深爪な子育てのはなし 深爪／著 KADOKAWA 914.6/ﾌｶｽ 

女に産土はいらない 三砂 ちづる／著 春秋社 914.6/ﾐｻｺ 

乙女オバさん 南 果歩／著 小学館 914.6/ﾐﾅﾐ 

それを読むたび思い出す 三宅 香帆／著 青土社 914.6/ﾐﾔｹ 

ボクと、正義と、アンパンマン  

なんのために生まれて、なにをして生きるのか  

やなせ たかし／著 PHPエディターズ・グループ 914.6/ﾔﾅｾ 

目の見えない私が「真っ白な世界」で見つけたこと  

全盲の世界を超ポジティブに生きる 浅井 純子／著 KADOKAWA 916/ｱｻｲ 

アルプスでこぼこ合唱団 長坂 道子／著 KADOKAWA 916/ﾅｶｻ 

死にたかった発達障がい児の僕が自己変革できた理由  

麴町中学校で工藤勇一先生から学んだこと  

西川 幹之佑／著 時事通信出版局 916/ﾆｼｶ 

家族 村井 理子／著 亜紀書房 916/ﾑﾗｲ 

はなちゃんのみそ汁 青春篇 安武 信吾／著 文藝春秋 916/ﾔｽﾀ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

中国文学をつまみ食い 『詩経』から『三体』まで  

武田 雅哉／編著 ミネルヴァ書房 920.2  

台湾文学ブックカフェ ２ 呉 佩珍／編 作品社 923  

スモモの木の啓示 ショクーフェ・アーザル／著 白水社 929.9/ｱ 

青と緑 ヴァージニア・ウルフ短篇集  

ヴァージニア・ウルフ／著 亜紀書房 933/ｳ 

アディ・ラルーの誰も知らない人生 上・下 V.E.シュワブ／著 早川書房 933/ｼ 

あのこは美人 フランシス・チャ／著 早川書房 933/ﾁ 

ミッドナイト・ライブラリー  

マット・ヘイグ／著 ハーパーコリンズ・ジャパン 933/ﾍ 

『ニューヨーク・タイムズ』のドナルド・キーン  

ドナルド・キーン／著 中央公論新社 934/ｷ 
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◆◆◆９２０～９９９ 外国の文学（つづき）◆◆◆ 

書こうとするな、ただ書け ブコウスキー書簡集  

チャールズ・ブコウスキー／著 青土社 934/ﾌ 

死ぬより老いるのが心配だ 80を過ぎた詩人のエッセイ  

ドナルド・ホール／著 辰巳出版 934/ﾎ 

対テロ工作員になった私 「ごく普通の女子学生」が CIAにスカウトされて  

トレイシー・ワルダー／著 原書房 934/ﾜ 

ぼくはただ、物語を書きたかった。 ラフィク・シャミ／著 西村書店 944/ｼ 

新訳ベケット戯曲全集 ３ サミュエル・ベケット／著 白水社 952/ﾍ 

異常 エルヴェ・ル・テリエ／著 早川書房 953/ﾙ 

世界の終わり賢者たちの遺言  

フレデリック・ルノワール／著 飛鳥新社 953/ﾙ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

ル・パスタン 池波 正太郎／著 文藝春秋 BN/ｲｹ 

老いてこそ生き甲斐 石原 慎太郎／著 幻冬舎 BN/ｲｼ 

小牧長久手仁義 三河雑兵心得 8  井原 忠政／著 双葉社 BN/ｲﾊ 

青銅の魔人 私立探偵明智小五郎 江戸川 乱歩／著 新潮社 BN/ｴﾄ 

半鐘の怪 半七捕物帳ミステリ傑作選 岡本 綺堂／著 東京創元社 BN/ｵｶ 

八丁堀強妻物語 岡本 さとる／著 小学館 BN/ｵｶ 

真夜中の栗 小川 糸／著 幻冬舎 BN/ｵｶ 

歩道橋シネマ 恩田 陸／著 新潮社 BN/ｵﾝ 

任せなせえ 上・下 浮世絵宗次日月抄 門田 泰明／著 祥伝社 BN/ｶﾄ 

密室黄金時代の殺人 雪の館と六つのトリック 鴨崎 暖炉／著 宝島社 BN/ｶﾓ 

獄門首 栄次郎江戸暦 27 小杉 健治／著 二見書房 BN/ｺｽ 

硝子の殺人者 東京ベイエリア分署 今野 敏／著 角川春樹事務所 BN/ｺﾝ 

光る海 新・酔いどれ小籐次 22 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

月踊り 人情江戸飛脚 坂岡 真／著 小学館 BN/ｻｶ 

突然の明日 笹沢佐保サスペンス 100連発 3   笹沢 左保／著 徳間書店 BN/ｻｻ 

転生 越境捜査 7 笹本 稜平／著 双葉社 BN/ｻｻ 

いとしのヒナゴン 重松 清／著 文藝春秋 BN/ｼｹ 

ろくでなしとひとでなし 新堂 冬樹／著 幻冬舎 BN/ｼﾝ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

クリスタル・カノン 警視庁公安 J 7 鈴峯 紅也／著 徳間書店 BN/ｽｽ 

獅子の寝床 神田職人えにし譚 4 知野 みさき／著 角川春樹事務所 BN/ﾁﾉ 

猫の舌に釘をうて 都筑 道夫／著 徳間書店 BN/ﾂｽ 

病は気から、死は薬から 塔山 郁／著 宝島社 BN/ﾄｳ 

皆様、関係者の皆様 能町 みね子／著 文藝春秋 BN/ﾉｳ 

狐森 雨乞の左右吉捕物話 長谷川 卓／著 祥伝社 BN/ﾊｾ 

かわたれどき 「まんまこと」シリーズ 7  畠中 恵／著 文藝春秋 BN/ﾊﾀ 

そのマンション、終の住処でいいですか？ 原田 ひ香／著 新潮社 BN/ﾊﾗ 

刃の真相 御庭番の二代目 18完結篇 氷月 葵／著 二見書房 BN/ﾋｽ 

埋蔵金 新・知らぬが半兵衛手控帖 15  藤井 邦夫／著 双葉社 BN/ﾌｼ 

決闘の辻 藤沢 周平／著 新潮社 BN/ﾌｼ 

超法規捜査 突撃警部 3 南 英男／著 祥伝社 BN/ﾐﾅ 

会津武士道 １ ならぬことはならぬものです 森 詠／著 二見書房 BN/ﾓﾘ 

惑 まどう アンソロジー アミの会(仮)／著 実業之日本社 BN  

悪魔の海の荒波を越えよ 上・下 クライブ・カッスラー／著 扶桑社 B/ｶﾂ 

完璧な家族 リサ・ガードナー／著 小学館 B/ｶﾄ 

男たちを知らない女 

クリスティーナ・スウィーニー＝ビアード／著 早川書房 B/ｽｳ 

魔法使いの失われた週末 (株)魔法製作所短編集  

シャンナ・スウェンドソン／著 東京創元社 B/ｽｳ 

本を書く アニー・ディラード／著 田畑書店 B/ﾃｲ 

修道女フィデルマの采配 ピーター・トレメイン／著 東京創元社 B/ﾄﾚ 

阿片窟の死 アビール・ムカジー／著 早川書房 B/ﾑｶ 

人間のしがらみ 上・下 モーム／著 光文社 B/ﾓﾑ 

 

Ｔ 暮らし                                                

飾らない。 76歳、坂井より子の今をたのしむ生き方  

坂井 より子／著 家の光協会 T0  

すぐに役立つ知っておきたい！最新身内が亡くなったときの届出と法律手続き 

武田 守／監修 三修社 T0  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

一生使えるミシンの基本 ソーイングの基本とテクニックを徹底解説  

クライ・ムキ／著 主婦の友社 T11  

基礎から学ぶ 28のスモッキングテクニック  

秋田 由季／著 文化学園文化出版局 T15  

かぎ針編み刺しゅう糸で編むちょっと珍しいミニチュア海の生物図鑑  

アップルミンツ T16  

オトナのビーズ刺繡ブローチ Select MON PARURE／著 主婦と生活社 T19  

結んでつくるマクラメの猫ハンモック エクスナレッジ T3  

ご飯の島の美味しい話 飯島 奈美／著 幻冬舎 T40  

カラダにやさしいオートミールの朝食とおやつ OAT MEAL  

星野 奈々子／著 パルコエンタテインメント事業部 T41  

こころとからだにやさしい天然生活の料理入門 扶桑社 T41  

笠原将弘の毎朝父さん弁当 笠原 将弘／著 KADOKAWA T42  

食材２つで大満足弁当 市瀬 悦子／著 主婦の友社 T42  

絵本の世界の可愛いクッキー “Lue Lee in four seasons” 

 上岡 麻美／著 マイナビ出版 T46  

とっておきが作れる菓子工房ルスルスのおやつの本  

新田 あゆ子／著 ポプラ社 T46  

カップ一杯の魔法 ハーブティーブレンドレシピ 88  

しばた みか／著 山と溪谷社 T47  

70歳からは超シンプル調理で「栄養がとれる」食事に変える！ 

高齢者在宅栄養指導のスペシャリストが教える  

猫がよろこぶ快適な部屋づくり 猫の習性を考えたインテリア実例 100  

加藤 由子／監修 誠文堂新光社 T5  

１００円ショップで楽しむ多肉植物 榛原 昭矢／著 新紀元社 T6  

３６５日のフリージング離乳食 まねしてラクラク迷わない！ 

 川口 由美子／著 西東社 T8  

いつか家族でやりたい９９の楽しいことリスト  

むぴー／著 CCCメディアハウス T9  

子どもから話したくなる「かぞくかいぎ」の秘密 一生ものの対話力を磨く  

玉居子 泰子／著 白夜書房 T9  
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『その落し物は誰かの形見かもしれない』 

 せきしろ／著 集英社 2021.4 
 

まるで謎解きのようなタイトルですが、推理小説の類ではありません。 

道を歩いていたら、何かが落ちていた。例えば手袋。それを見た著者は、「この手

袋は誰かの形見かもしれない」と想像を始めます。すると、「故人が大切にしていた

手袋かも」と、脳内にドラマが生まれます。さらに、「ヘンゼルとグレーテルのよう

に、帰り道がわかるようにわざと落としたものかもしれない」「これは罠で、近づく

と捕獲されてしまうかもしれない」などと、想像がさらに広がります。なぜそこま

で想像するのかというと、「あれこれ考えるのが好きだから」「時間を潰すことがで

きるから」だそうです。 

そのような想像のエピソードが 50 も綴られています。すっかり感化され、私も

この本を読み終えたあとは、ついつい落とし物を探しながら歩いてしまいました。 

どの想像も笑えますが、私は「営業中」と書かれたプレートの話がツボでした。

（T） 

 

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

公民連携白書 2021ー2022  

東洋大学 PPP研究センター／編著 時事通信出版局 SF1  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

山形県道路地図 昭文社 R291  

株価総覧 2022 東洋経済新報社 R676.3  
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 日付 時間 対象 

中央図書館 

 

 

４月１３日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生 

４月 2８日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

高幡図書館 ４月６日(水) 

  

15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生 

日野図書館 ４月２０日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

多摩平図書館 ４月 1４日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

４月２７日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生 

平山図書館 ４月２１日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

百草図書館 ４月２０日(水) 15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生 

 
小学生向けおはなし会は申込み制です！ 

 
 前月のおはなし会の終了後から先着順で受け付けています。 

 保護者の方が各館（中央・高幡・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      豊田 2-49-2（中央図書館内） 

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Ｄ２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 4 月 5 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 

19 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  

6 日 

 

20 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 

11 日 

25 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  

12 日 

 

26 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  

13 日 

 

27 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 4月・5 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。 


