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５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） 
2 日・9 日・16 日・23 日・30 日 

市政図書室（日曜日・祝日） 1 日・3～5 日・8 日・15 日・22 日・29 日 

 

～ひろばもくじ～ 

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 スタンプラリーin日野宿 2022日野宿発見隊 
P.4 2022年度絵本読み聞かせ入門講座 
P.5 図書館集会室の抽選のお知らせ 
P.6 図書館に入った新しい本 
P.21 図書館員の本箱 
P.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５月・６月巡回日程 
 

３日・４日・5 日の祝日は 

開館しています！（市政図書室除く） 

２０２２年 ５月号 

№273 
 



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 
 

図書館で除籍した児童書を無料で提供します。 

６月 ５日 （日） 
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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◆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 ０４２―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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対象 読み聞かせに興味のある市民（初心者向け） 

日時 ①5月 20日（金） ②6月 24日（金）  

9：30～11：30 （①②は同じ内容です） 

会場 ① 多摩平の森ふれあい館 3階集会室 6 

② 高幡図書館 2階おはなしの部屋 

内容 集団に対する読み聞かせの仕方、本の選び方、 

参考図書の紹介、実習 

定員 各 10名 

申込み方法 ①5月 6日（金）10時より多摩平図書館へ 

②6月 10日（金）10時より高幡図書館へ 

電話で先着順に受け付けます。 

申込み・問合せ先 ①  多摩平図書館 電話 583-2561 

②  高幡図書館 電話 591-7322 

お申込みの際、お名前・ご連絡先とあわせて「読み聞かせてみた

い絵本の題名」もお伺いします。事前に一冊お選びいただき、当

日ご持参ください。十分に距離を取り、お互いに読み手、聞き手

となる体験ができるような実習を行います。 

 

 

 

☆新型コロナウイルス感染症対応について☆ 
・マスク着用、手洗い、咳エチケット、検温にご協力ください。 ・体調不良時は参加をお控えください。 

・感染拡大状況によっては延期・または中止する場合がございます。予めご了承ください。 
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図書館集会室の抽選のお知らせ 
 

定期利用を希望される団体は、下記の受付期間にお申込みください。 

お申込みいただいた内容で図書館職員が抽選を行い、後日抽選結果を通知いたし

ます。 

 

 

◆利用期間：令和４年度後期（令和４年１０月～令和５年３月） 

◆対象  ：市内在住・在勤・在学者により構成される非営利目的の団体 

     （音楽など実技を伴う場合は利用できません） 

 

◇申込受付期間：令和４年５月３日（火）～５月 2７日（金） 

◇申込方法 ： 各図書館窓口（中央図書館・高幡図書館・百草図書館）へ 

        持参・郵送・FAX・E メールで申込。 

※郵送の場合は５月 2７日（金）必着。 

※E メールの場合は、本文に申込書の内容を記載、または 

申込書を添付。 

※申込書は図書館 HP でもダウンロード可。 

◇結果通知方法：郵送または E メール（申込書でどちらかを選択） 

◇結果通知時期：６月 3 日（金）～６月 10 日（金） 

◇申込先 ：中央 ☎ 586-0584  FAX : 586-0579 

高幡 ☎ 591-7322  FAX : 594-2655 

百草 ☎ 594-4646  FAX : 594-4647 

       

E メール〈全館共通〉 lib-event@city.hino.lg.jp 

※タイトルは「集会施設申込（利用したい館名）」とすること。 

 

※お問い合わせは各図書館にお願いいたします。 
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図書館に入った 新 し い 本 
3月 1日から 3月 23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                                       

シリーズ学びの環境デザインを考える １・２ 悠光堂 017  

世界のいまを知り未来をつくる評論文読書案内  

高校生から大人の学び直しまで 小池 陽慈／著 晶文社 019.9  

愛書狂の本棚  

異能と夢想が生んだ奇書・偽書・稀覯書 エドワード・ブルック＝ヒッチング／著  

日経ナショナルジオグラフィック社 020.2  

奇書の世界史 ２ 三崎 律日／著 KADOKAWA 020.4  

記者ハンドブック 新聞用字用語集 共同通信社／編著 共同通信社 070.1  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

中高生のための哲学入門 「大人」になる君へ  

小川 仁志／著 ミネルヴァ書房 104/ｵ 

ようこそ、心理学部へ 同志社大学心理学部／編 筑摩書房 140  

心療内科の名医が教える怒り、不安がすぐ消える魔法の感情整理術  

ゆうき ゆう／監修 日本文芸社 141.6  

なんでも見つかる夜に、こころだけが見つからない  

東畑 開人／著 新潮社 146.8  

もし敏感すぎる自分のままでラクに生きられるとしたら？  

武田 双雲／著 PHPエディターズ・グループ 159  

父子で考えた「自分の道」の見つけ方  

「正解」を選ぶのではなく、選んだ道を「正解」にすればいい！ 

 野口 絵子／著 誠文堂新光社 159.7  

性愛と暴力の神話学 木村 武史／編著 晶文社 162  

スッタニパータ ブッダの言葉 今枝 由郎／訳 光文社 182  
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２００ 歴史・伝記・地理                                                

「小さな歴史」と「大きな歴史」のはざまで 歴史についての断章 

 岡本 充弘／著 花伝社 201  

日本史の賢問愚問 ２ 中里 裕司／編 山川出版社 210.4/ﾅ 

「合戦」の日本史 城攻め、奇襲、兵站、陣形のリアル  

本郷 和人／著 中央公論新社 211  

気候適応の日本史 人新世をのりこえる視点 中塚 武／著 吉川弘文館 211  

古代史入門事典 武光 誠／著 東京堂出版 213  

鎌倉幕府はなぜ滅びたのか 永井 晋／著 吉川弘文館 214.2  

鎖国の正体 秀吉・家康・家光の正しい選択 鈴木 荘一／著 柏書房 215  

教科書に書けないグローバリストの近現代史  

日本は「国際金融資本+共産主義者」と闘った 渡辺 惣樹／著 ビジネス社 216  

大東亜共栄圏のクールジャパン 「協働」する文化工作  

大塚 英志／著 集英社 217.5  

東京大空襲・戦災資料センター図録 いのちと平和のバトンを 

 吉田 裕／監修 合同出版 217.5  

進駐軍向け特殊慰安所 RAA 村上 勝彦／著 筑摩書房 217.6  

12人の皇帝たち 古代から現代までの権力のイメージの変遷をたどる  

メアリー・ビアード／著 青土社 232  

ヴェルサイユ宮殿に暮らす 優雅で悲惨な宮廷生活  

ウィリアム・リッチー・ニュートン／著 白水社 235  

音読したい偉人たちの最期のことば 齋藤 孝／著 KADOKAWA 281  

坂本龍馬とその時代 佐々木 克／著 吉川弘文館 281/ｻ 

評伝宮田輝 古谷 敏郎／著 文藝春秋 281/ﾐ 

その日常、地理学で説明したら意外と深かった。  

街と地域を知るための５つの物語 富田 啓介／著 ベレ出版 290.1 

地球の果ての歩き方  

一度は行きたい世界の「端っこ」を景観＆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  

みやぎから、 佐藤 健／著 NHK出版 291.23  

健康さんぽ東京 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 291.36  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

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  

地図で楽しむ本当にすごい神奈川 都道府県研究会／著 宝島社 291.37  

イギリスの飾らないのに豊かな暮らし３６５日  

英国の人たちから学びたい毎日を心地よく過ごすための鍵  

江國 まゆ／著 自由国民社 293.3  

イースター島不可思議大全 モアイと孤島のミステリー  

芝崎 みゆき／著 草思社 297.5  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

日本でわたしも考えた  

インド人ジャーナリストが体感した禅とトイレと温泉と  

パーラヴィ・アイヤール／著 白水社 302.1  

コロナ後の未来 ユヴァル・ノア・ハラリ／著 文藝春秋 304  

この国の危機管理失敗の本質 ドキュメンタリー・ケーススタディ  

柳田 邦男／著 毎日新聞出版 304/ﾔ 

リバタリアンが社会実験してみた町の話  

自由至上主義者のユートピアは実現できたのか  

マシュー・ホンゴルツ・ヘトリング／著 原書房 309.1  

中庸民主主義 ミーノクラシーの政治思想 崔 相龍／著 筑摩書房 311.2  

１００日で収束しない日本のコロナ禍リターンズ  

ぼうご なつこ／著 扶桑社 312.1  

「トランプ信者」潜入一年 私の目の前で「民主主義」が死んだ 

 横田 増生／著 小学館 312.53  

１３歳からの地政学 カイゾクとの地球儀航海  

田中 孝幸／著 東洋経済新報社 312.9  

パンデミック監視社会 デイヴィッド・ライアン／著 筑摩書房 316.1  

ぼくはロヒンギャ難民。 差別され、迫害され、故郷を追われた人びと  

小峯 茂嗣／著 合同出版 316.8  

場所からたどるアメリカと奴隷制の歴史 米国史の真実をめぐる 

ダークツーリズム クリント・スミス／著 原書房 316.85  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

「戦後」が終わるとき 日本は外交の言葉を取りもどせるか  

坂元 一哉／著 中央公論新社 319.1  

北朝鮮外交回顧録 山本 栄二／著 筑摩書房 319.12  

大学生が知っておきたい生活のなかの法律  

細川 幸一／著 慶應義塾大学出版会 320  

印鑑の基礎知識 知らないではすまされない  

寺澤 正孝／監修 きんざい 324.1  

すぐに役立つ図解と Q＆Aでわかる最新空き家をめぐる法律と税金  

旭 祐樹／監修 三修社 324.2  

こんなにおもしろい行政書士の仕事 近藤 秀将／著 中央経済社 327.1  

よくわかる刑事訴訟法 椎橋 隆幸／編著 ミネルヴァ書房 327.6  

僕に方程式を教えてください 少年院の数学教室  

高橋 一雄／著 集英社 327.8 

田中秀臣・森永康平の Nippon学 三浦春馬、『日本製』、文化と経済  

田中 秀臣／著 読書人 331 

ホモ・エコノミクス 「利己的人間」の思想史 重田 園江／著 筑摩書房 331.1  

概説世界経済史 北川 勝彦／編 昭和堂 332  

日本が先進国から脱落する日 “円安という麻薬”が日本を貧しくした！！  

野口 悠紀雄／著 プレジデント社 332.1  

２０３０年の東京 河合 雅司／著 祥伝社 334.31  

知識ゼロからの SDGs入門 夫馬 賢治／監修 幻冬舎 335.1  

スタートアップス 日本を再生させる答えがここにある  

KDDI∞Labo／著 日経 BP 335.3  

情シスの定石 失敗事例から学ぶシステム企画・開発・保守・運用のポイント  

石黒 直樹／著 技術評論社 336.1  

社会人に最も必要な「頼る」スキルの磨き方  

あなたの力を 120%発揮させる「伝え方+考え方」 吉田 穂波／著 KADOKAWA 336.4  

疲れないパソコン仕事大全 「ムダな操作の繰り返し」から解放される  

大林 ひろこ／著 技術評論社 336.5  

会計学入門 会計・監査の基礎を学ぶ 千代田 邦夫／著 中央経済社 336.9  

世界一わかりやすい図解金融用語 石原 敬子／著 秀和システム 338  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

地味なお金の増やし方 リスクゼロでかしこく得する  

佐藤 敦規／著 クロスメディア・パブリッシング 338.1  

世界マネーの内幕 国際政治経済学の冒険 中尾 茂夫／著 筑摩書房 338.9  

家族に迷惑をかけないために今、自分でやっておきたい相続対策  

堀口 敦史／著 同文舘出版 345.5  

元 FBI捜査官が教える「情報を引き出す」方法  

ジャック・シェーファー／著 東洋経済新報社 361.4  

里山のシイナのほぼ片づけ日記  

里山のシイナ／著 PHPエディターズ・グループ 365  

実家の空き家問題を解決する！ 売るか？貸すか？住むか？ 

 主婦の友社／編 主婦の友社 365.3  

仕事から見た「２０２０年」 結局、働き方は変わらなかったのか？ 

 玄田 有史／編 慶應義塾大学出版会 366  

がんばりすぎないお仕事復帰 BOOK 産休・育休中の不安がスーッと解消される 

藤井 佐和子／監修 KADOKAWA 366.3  

五色のメビウス 「外国人」とともにはたらきともにいきる  

信濃毎日新聞社／編 明石書店 366.8  

ジェンダーで読み解く男性の働き方・暮らし方  

ワーク・ライフ・バランスと持続可能な社会の発展のために  

多賀 太／著 時事通信出版局 367  

話すことを選んだ女性たち 60人の社会・性・家・自立・暴力 

   アナスタシア・ミコバ／著 日経ナショナルジオグラフィック社 367.2  

東大女子という生き方 秋山 千佳／著 文藝春秋 367.21  

黙殺される教師の「性暴力」 南 彰／著 朝日新聞出版 367.6  

ぼけますから、よろしくお願いします。 おかえりお母さん  

信友 直子／著 新潮社 367.9  

イリーガル探偵社闇の事件簿 マッドサイエンティストは実在したか？  

木村 浩一郎／著 リーダーズノート出版 368.6  

告発と呼ばれるものの周辺で 小川 たまか／著 亜紀書房 368.6  

死体と FBI 情報提供者を殺した捜査官の告白  

ジョー・シャーキー／著 早川書房 368.6  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

子ども・若者ケアラーの声からはじまる ヤングケアラー支援の課題  

斎藤 真緒／編 クリエイツかもがわ 369  

対人援助のスキル図鑑 イラストと図解でよくわかる  

大谷 佳子／著 中央法規出版 369  

いざ！に備える遊びで防災体験 BOOK 神谷 明宏／著 いかだ社 369.3  

子どもが心配 人として大事な三つの力 養老 孟司／著 PHP研究所 370.4/ﾖ 

いじめ・自殺はなぜなくならないのか 司法と教育現場の連携による問題解決へ 

 児玉 勇二／著 明石書店 371.4  

大学図鑑！ 2023 オバタ カズユキ／監 ダイヤモンド社 377  

工学部ヒラノ教授と最後の学生たち 今野 浩／著 青土社 377.21  

発達が気になる子のためのおうちモンテッソーリ  

感覚統合の視点で「できた！」が増える！  

りっきー／著 日本能率協会マネジメントセンター 378  

拝啓、アスペルガー先生 私の支援記録より 奥田 健次／著 飛鳥新社 378.8  

史料でみる和菓子とくらし 今村 規子／著 淡交社 383.8  

至誠の日本インテリジェンス 世界が称賛した帝国陸軍の奇跡 

 岡部 伸／著 ワニブックス 391.6  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

データ分析読解の技術 菅原 琢／著 中央公論新社 417  

ゼロから学ぶ量子力学 量子世界への、はじめの一歩 竹内 薫／著 講談社 429.1  

「化学の歴史」が一冊でまるごとわかる 齋藤 勝裕／著 ベレ出版 430.2  

ATOM 世界で一番美しい原子事典  

ジャック・チャロナー／著 SBクリエイティブ 431.1  

江戸の宇宙論 池内 了／著 集英社 440.2  

なぜ地球は人間が住める星になったのか？ 山賀 進／著 筑摩書房 450  

新・雲のカタログ 空がわかる全種分類図鑑 村井 昭夫／文と写真 草思社 451.6  

ラジオ深夜便うたう生物学 本川 達雄／著 集英社インターナショナル 460.4/ﾓ 

感染症時代の新教養「ウイルス」入門 川口 寧／監修 実務教育出版 465.8  

酵母 文明を発酵させる菌の話 ニコラス・マネー／著 草思社 465.8  

禁断の植物園 船山 信次／著 山と溪谷社 471.9  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

岐路に立つ「動物園大国」 動物たちにとっての「幸せ」とは？ 

 太田 匡彦／著 現代書館 480.7  

身近な野鳥の観察図鑑 探す、出あう、楽しむ  

高野 丈／著・写真 ナツメ社 488  

パンダとわたし 黒柳徹子と仲間たち／著 朝日新聞出版 489.5  

北里柴三郎 海堂 尊／著 筑摩書房 490.28/ｷ 

不安の時代に、ケアを叫ぶ ポスト・コロナ時代の医療と介護にむけて 

 川口 有美子／著 青土社 490.4/ｶ 

実践版！アーユルヴェーダ 365日 こころとからだが整う、人生がきらめく智慧 

アカリ・リッピー／著 三笠書房 490.9  

「一生老けない」にいいこと超大全  

体・お肌・見た目年齢に 10歳差がつく若返り習慣  

白澤 卓二／監修 宝島社 491.35  

文系のためのめっちゃやさしい脳 河西 春郎／監修 ニュートンプレス 491.37  

好きになる薬理学・薬物治療学 薬のしくみと患者に応じた治療薬の選定  

大井 一弥／著 講談社 491.5  

日本人の「遺伝子」からみた病気になりにくい体質のつくりかた 

 奥田 昌子／著 講談社 491.69  

糖尿病血糖値がみるみる下がる食べ方  

きつい運動ゼロ！好きな物を食べていい！ マキノ出版 493.12  

大人の食物アレルギー 福冨 友馬／著 集英社 493.14  

ルポ・収容所列島 ニッポンの精神医療を問う  

風間 直樹／著 東洋経済新報社 493.7  

ゲノムに聞け 最先端のウイルスとワクチンの科学  

中村 祐輔／著 文藝春秋 493.87  

ひざ痛自分で治す最強事典 18人の名医・専門家が極意を伝授 

 マキノ出版 494.77  

フサフサ大作戦！ あなたの髪がよみがえる方法のすべて  

久田 篤／著 自由国民社 494.8  

更年期ってこういうこと図鑑 石原 新菜／監修 宝島社 495.13  

病院の実力 2022総合編 読売新聞医療部／編 読売新聞東京本社 498.16  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

女はいつも、どっかが痛い がんばらなくてもラクになれる自律神経整えレッスン  

やまざき あつこ／著 小学館 498.3  

敏感な人のための自律神経まるわかり BOOK １分でわかる 

 原田 賢／著 主婦の友社 498.3  

サ道 ととのいの果てに タナカ カツキ／著  

パルコエンタテインメント事業部 498.37  

心が楽になる茂木式マインドフルネス 茂木 健一郎／著 扶桑社 498.39  

精神科医が教える毎日を楽しめる人の考え方  

樺沢 紫苑／著 きずな出版 498.39  

シリコンバレー式心と体が整う最強のファスティング  

デイヴ・アスプリー／著 CCCメディアハウス 498.58  

ウイルス、パンデミック、そして免疫 アラップ・K.チャクラボル 

ティー／著 ニュートンプレス 498.6  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

トコトンやさしいロボットの本 日本ロボット工業会／監修 日刊工業新聞社 501.9  

一億人の SDGs と環境問題 藤岡 達也／著 講談社 519  

和辻哲郎 建築と風土 三嶋 輝夫／著 筑摩書房 520.2/ﾜ 

中世ヨーロッパ城郭・築城歴史百科 ヴィジュアル版  

チャールズ・フィリップス／著 原書房 523.3  

北欧建築ガイド 500の建築・都市空間 小泉 隆／著 学芸出版社 523.38  

中銀カプセルタワービル最後の記録 中銀カプセルタワービル 

保存・再生プロジェクト／編 草思社 527.8  

脱ペーパードライバー マンガでわかる運転の基本テクニック 

 森下 えみこ／著・イラスト ナツメ社 537.8  

はやぶさと日本人 私たちが手にしたもの 永山 悦子／著 毎日新聞出版 538.9  

チェルノブイリ 「平和の原子力」の闇 アダム・ヒギンボタム／著 白水社 543.4  

半導体業界の製造工程とビジネスがこれ１冊でしっかりわかる教科書  

エレクトロニクス市場研究会／著 技術評論社 549.8  

ウイスキー＆シングルモルト教室 ゼロから分かる！  

栗林 幸吉／監修 世界文化ブックス 588.5 
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６００ 産業・交通・通信                                                                                         

ネットショップ、開店します。  

はじめての開店準備から制作・運営・集客まで全部わかる  

藤川 麻夕子／共著 エムディエヌコーポレーション 673.3  

日本水商売協会 コロナ禍の「夜の街」を支えて  

甲賀 香織／著 筑摩書房 673.9  

選ばれるデザイナーへの道 赤ペン添削でわかりやすい！  

上司ニシグチ／著 ソシム 674  

ベンチャー・キャピタリスト 世界を動かす最強の「キングメーカー」たち  

後藤 直義／著 ニューズピックス 676.5  

滅びゆく鉄道名場面 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 686.21  

日本のもじ鉄 鉄道サインと書体の図鑑 石川 祐基／著 三才ブックス 686.5  

よくわかる観光コミュニケーション論 須藤 廣／編著 ミネルヴァ書房 688  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

ふわっとやさしい和のイラスト 心をこめて 12ケ月を描こう  

鮎裕／著 日貿出版社 724.1  

進撃の巨人という神話 宮台 真司／著 blueprint 726.1  

ちばあきおを憶えていますか 昭和と漫画と千葉家の物語  

千葉 一郎／著 集英社 726.1  

ハンドレタリングの見本帖 描きたい文字が必ず見つかる！ 

 KADOKAWAライフスタイル編集部／編 KADOKAWA 727.8  

現代陶芸家の肖像 松山 龍雄／著 阿部出版 751  

教養として学んでおきたいクラシック音楽 澤 和樹／著 マイナビ出版 760.4/ｻ 

和音の正体 和音の成り立ち、仕組み、進化の歴史 舟橋 三十子／著  

ヤマハミュージックエンタテインメント ホールディングス 761.5  

語れるようになるクラシックの名曲 山浦 文友香／監修 成美堂出版 762  

今すぐ使えるかんたん GarageBand 伊藤 朝輝／著 技術評論社 763.9  

消えた歌の風景 PART１ 懐かしい 21の童謡・唱歌  

内館 牧子／著 清流出版 767.7  

混沌を生き抜く ミュージシャンたちのコロナ禍  

ジョー横溝／著 毎日新聞出版 767.8  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆「地域市民演劇」の

現在 芸術と社会の新しい結びつき 日比野 啓／編 森話社 775.1  

考えて鍛える筋トレ図鑑 自重トレーニングで 10歳若い体を 

手に入れる 比嘉 一雄／著 技術評論社 780.7  

ボディビルレベルアップバイブル 大会で勝ち抜く鍛え方とテクニック  

須山 翔太郎／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 781.5  

いつの間にか「差」がつく！バスケットボール自主練習ドリル  

磯ケ谷 光明／著 KADOKAWA 783.1  

砂まみれの名将 野村克也の 1140日 加藤 弘士／著 新潮社 783.7  

多賀少年野球クラブに学びてぇ！ 「卒スポ根」で連続日本一！ 

 藤田 憲右／著 インプレス 783.7  

バテない登山技術 プロガイドの新提案 野中 径隆／著 山と溪谷社 786.1  

穂高を愛して二十年 小山 義治／著 山と溪谷社 786.1  

スポーツ自転車でいまこそ走ろう！ 一生楽しめる自転車の選び方・乗り方  

山本 修二／著 技術評論社 786.5  

大相撲の不思議 ２ 内館 牧子／著 潮出版社 788.1  

ヒクソン・グレイシー自伝 ヒクソン・グレイシー／著 亜紀書房 789.2  

 

８００ 語学                                                        

英文法が身につく教養としての英語ことわざ１００選  

畠山 雄二／編著 明日香出版社 835  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

女子大で和歌をよむ うたを自由によむ方法 木村 朗子／著 青土社 911.1  

まどさんの詩で時間割 声にのせ、言葉をそだてる。  

いわなべ たいじ／編著 かもがわ出版 911.5/ﾏ 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

花嫁、街道を行く ユーモアサスペンス  

赤川 次郎／著 実業之日本社 913.6/ｱｶｶ 

コンクールシェフ！ Allez cuisine！ 五十嵐 貴久／著 講談社 913.6/ｲｶﾗ 

紙鑑定士の事件ファイル ２ 歌田 年／著 宝島社 913.6/ｳﾀﾀ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

ひまわりは恋の形 宇山 佳佑／著 小学館 913.6/ｳﾔﾏ 

時計屋探偵の冒険 アリバイ崩し承ります ２  

大山 誠一郎／著 実業之日本社 913.6/ｵｵﾔ 

維新の終曲 岡田 秀文／著 双葉社 913.6/ｵｶﾀ 

夏に祈りを ただし、無音に限り 織守 きょうや／著 東京創元社 913.6/ｵﾘｶ 

おしゃべりな部屋 川村 元気／著 中央公論新社 913.6/ｶﾜﾑ 

幸せのままで、死んでくれ 清志 まれ／著 文藝春秋 913.6/ｷﾖｼ 

燕は戻ってこない 桐野 夏生／著 集英社 913.6/ｷﾘﾉ 

母子草の記憶 小杉 健治／著 双葉社 913.6/ｺｽｷ 

無明 今野 敏／著 幻冬舎 913.6/ｺﾝﾉ 

喜べ、幸いなる魂よ 佐藤 亜紀／著 KADOKAWA 913.6/ｻﾄｳ 

眼球達磨式 澤 大知／著 河出書房新社 913.6/ｻﾜ 

朱色の化身 塩田 武士／著 講談社 913.6/ｼｵﾀ 

少年時代 飛行機雲はるか 塩野 米松／著 理論社 913.6/ｼｵﾉ 

ヘパイストスの侍女 白木 健嗣／著 光文社 913.6/ｼﾗｷ 

看守の信念 城山 真一／著 宝島社 913.6/ｼﾛﾔ 

夏の体温 瀬尾 まいこ／著 双葉社 913.6/ｾｵ 

コスメの王様 高殿 円／著 小学館 913.6/ﾀｶﾄ 

博士の長靴 瀧羽 麻子／著 ポプラ社 913.6/ﾀｷﾜ 

世界が青くなったら 武田 綾乃／著 文藝春秋 913.6/ﾀｹﾀ 

致死量の友だち 田辺 青蛙／著 二見書房 913.6/ﾀﾅﾍ 

レジェンドアニメ！ 辻村 深月／著 マガジンハウス 913.6/ﾂｼﾑ 

包帯クラブ ルック・アット・ミー！ 天童 荒太／著 筑摩書房 913.6/ﾃﾝﾄ 

恋する検事はわきまえない 直島 翔／著 小学館 913.6/ﾅｵｼ 

鬼人幻燈抄 ９ 中西 モトオ／著 双葉社 913.6/ﾅｶﾆ 

ジョン万次郎琉球上陸物語  

なかみや 梁／著 冨山房インターナショナル 913.6/ﾅｶﾐ 

人面島 中山 七里／著 小学館 913.6/ﾅｶﾔ 

図書室のはこぶね 名取 佐和子／著 実業之日本社 913.6/ﾅﾄﾘ 

パラレル・フィクショナル 西澤 保彦／著 祥伝社 913.6/ﾆｼｻ 

弊社は買収されました！ 額賀 澪／著 実業之日本社 913.6/ﾇｶｶ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

鈴波アミを待っています 塗田 一帆／著 早川書房 913.6/ﾇﾙﾀ 

逆転 シェイクスピア四大悲劇 野口 卓／著 実業之日本社 913.6/ﾉｸﾁ 

ロング・アフタヌーン 葉真中 顕／著 中央公論新社 913.6/ﾊﾏﾅ 

敵は家康 早川 隆／著 アルファポリス 913.6/ﾊﾔｶ 

古本食堂 原田 ひ香／著 角川春樹事務所 913.6/ﾊﾗﾀ 

無月の譜 松浦 寿輝／著 毎日新聞出版 913.6/ﾏﾂｳ 

可制御の殺人 松城 明／著 双葉社 913.6/ﾏﾂｼ 

永いおあずけ みうら じゅん／著 新潮社 913.6/ﾐｳﾗ 

声の優 迎 ラミン／著 早川書房 913.6/ﾑｶｴ 

風の港 村山 早紀／著 徳間書店 913.6/ﾑﾗﾔ 

刑事弁護人 薬丸 岳／著 新潮社 913.6/ﾔｸﾏ 

花屋さんが言うことには 山本 幸久／著 ポプラ社 913.6/ﾔﾏﾓ 

ALIVE 10人の漂流者 雪富 千晶紀／著 KADOKAWA 913.6/ﾕｷﾄ 

戦をせんとや生まれけむ 若木 未生／著 祥伝社 913.6/ﾜｶｷ 

細野晴臣 夢十夜 細野 晴臣／原作 KADOKAWA 913.6  

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

Do It Yourself 自分の人生のつくりかた  

マイケル・キダ／著 飛鳥新社 914.6/ｷﾀ 

センス・オブ・何だあ？ 感じて育つ 三宮 麻由子／著 福音館書店 914.6/ｻﾝﾉ 

孤独を抱きしめて 下重暁子の言葉 下重 暁子／著 宝島社 914.6/ｼﾓｼ 

あなたの心に青空を 瀬戸内 寂聴／著 光文社 914.6/ｾﾄｳ 

結局、人生の最後にほしいもの 曽野 綾子／著 ポプラ社 914.6/ｿﾉ 

50歳を過ぎたら高田純次のように生きよう  

東京タワーの展望台でトイレの順番ゆずったら本が出せました 

 高田 純次／著 主婦の友社 914.6/ﾀｶﾀ 

道徳教室 いい人じゃなきゃダメですか 高橋 秀実／著 ポプラ社 914.6/ﾀｶﾊ 

職業＝谷尻誠 谷尻 誠／著 エクスナレッジ 914.6/ﾀﾆｼ 

ちょっと方向を変えてみる 七転び八起きのぼくから 154のエール  

辻 仁成／著 文藝春秋 914.6/ﾂｼ 

60代、ひとりで前向きに生きる 寺田 理恵子／著 さくら舎 914.6/ﾃﾗﾀ 
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◆◆◆９１４．６～９１７ 日本のエッセイ（つづき）◆◆◆ 

老いを愛づる 生命誌からのメッセージ  

中村 桂子／著 中央公論新社 914.6/ﾅｶﾑ 

猫に教わる 南木 佳士／著 文藝春秋 914.6/ﾅｷ 

ゆく川の流れは、動的平衡 福岡 伸一／著 朝日新聞出版 914.6/ﾌｸｵ 

アメリカはいつも夢見ている  

はた迷惑だけれど自由な「夢の国」が教えてくれること  

渡辺 由佳里／著 ベストセラーズ 914.6/ﾜﾀﾅ 

寂聴さん最後の手紙 往復書簡 瀬戸内 寂聴／著 朝日新聞出版 915.6/ｾﾄｳ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

搾取都市、ソウル 韓国最底辺住宅街の人びと イ ヘミ／著 筑摩書房 929.1/ｲ 

ユ・ウォン ペク オニュ／著 祥伝社 929.1/ﾍ 

永遠の真夜中の都市 チャーリー・ジェーン・アンダーズ／著 東京創元社 933/ｱ 

この道の先に、いつもの赤毛 アン・タイラー／著 早川書房 933/ﾀ 

フォーリング-墜落- T.J.ニューマン／著 早川書房 933/ﾆ 

ダヴィデ ミケランジェロの美しき“弟” メアリ・ホフマン／著 求龍堂 933/ﾎ 

パッシング/流砂にのまれて ネラ・ラーセン／著 みすず書房 933/ﾗ 

サン＝テグジュペリの世界 <永遠の子ども>の生涯と思想  

武藤 剛史／著 講談社 950.2/ｻ 

編集者とタブレット ポール・フルネル／著 東京創元社 953/ﾌ 

共犯者 ローラ・ラフォン／著 早川書房 953/ﾗ 

ケンジントン公園 ロドリゴ・フレサン／著 白水社 963/ﾌ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

稲荷書店きつね堂 番外編 蒼月 海里／著 角川春樹事務所 BN/ｱｵ 

彼女は二度、殺される 秋尾 秋／著 宝島社 BN/ｱｷ 

料理春秋 小料理のどか屋人情帖 34 倉阪 鬼一郎／著 二見書房 BN/ｸﾗ 

警視庁神南署 今野 敏／著 角川春樹事務所 BN/ｺﾝ 

ひとり長兵衛 人情江戸飛脚 2 坂岡 真／著 小学館 BN/ｻｶ 

護衛艦あおぎり艦長早乙女碧 時武 里帆／著 新潮社 BN/ﾄｷ 

市塵 上・下 藤沢 周平／著 新潮社 BN/ﾌｼ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

南町番外同心 １ 名無しの手練 牧 秀彦／著 二見書房 BN/ﾏｷ 

きたきた捕物帖 宮部 みゆき／著 PHP研究所 BN/ﾐﾔ 

墓から蘇った男 上・下 ラーシュ・ケプレル／著 扶桑社 B/ｹﾌ 

災厄の馬 グレッグ・ブキャナン／著 早川書房 B/ﾌｷ 

銀河ギャンブラー 宇宙英雄ローダン・シリーズ 660  

ペーター・グリーゼ／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

焦点のビッグ・プラネット 宇宙英雄ローダン・シリーズ 661  

H.G.フランシス／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

 

Ｔ 暮らし                                                

家族が笑顔になる北欧流の暮らし方 北欧×松本市  

桑原 さやか／著 オレンジページ T0  

７０からはメリハリ元気で自然な暮らし 沖 幸子／著 祥伝社 T0  

スキル０でも一目でわかるソーイング大全 オルソン恵子／著 KADOKAWA T11  

小さな女の子の可憐なお洋服 石原 美緒／著 日本ヴォーグ社 T11  

かぎ針で編む大人かわいいフラワーポーチ アップルミンツ T13  

優美なクロッシェレース モチーフ＆ドイリー アップルミンツ T14  

にゃんにゃん猫刺繡 チョン ジソン／著 日東書院本社 T15  

星あかりの刺繡手帖 戸塚刺しゅう×星燈社 啓佑社 T15  

美しい押し花図譜 梶谷 奈允子／著 誠文堂新光社 T17  

子どもと楽しむ雑草ブーケ＆室内飾り お散歩で見つけた草花でつくる  

へんみ ゆかり／著 いかだ社 T17  

ちいさい世界づくり 身近なものでできるジオラマとドールハウス  

Hanabira工房／著 ワニブックス T19  

犬のいる暮らし 一生パートナーでいるために知っておきたいこと  

丸田 香緒里／著 池田書店 T3  

知っておきたい！韓国ごはんの常識  

イラストで見るマナー、文化、レシピ、ちょっといい話まで  

ルナ・キョン／文 原書房 T40  

耐熱ガラス容器で毎日ラクチンレシピ  

阪下 千恵／著 ワン・パブリッシング T41  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

一皿で栄養がとれるやせる最強スープ たんぱく質、食物繊維 etc.  

上島 亜紀／著 ナツメ社 T41  

料理家の母から教わった定番料理のおいしいコツ  

加藤 巴里／著 高橋書店 T41  

スパイス弁当 「いつものお弁当」がスパイスで大変身！ 

松島 由恵／著・撮影・スタイリング パルコエンタテインメント事業部 T42  

弁当作家の学生が毎日作る家族と自分のゆる弁 のん／著 主婦と生活社 T42  

干し野菜百科 

 野菜66種の切り方・干し方・保存法 ムダなく・おいしく・使いきる82のかんたん料理レシピ  

濱田 美里／著 河出書房新社 T43  

「パスタ世界一」がかなえる至福の家イタリアン 弓削 啓太／著 主婦の友社 T44  

THE フルーツストック  

120%で旬をとじ込める、かんたんで、あたらしいフルーツの楽しみ方  

藤野 貴子／著 学研プラス T46  

浅草・フルーツパーラーゴトーのフルーツをもっとおいしく楽しむ本 

食べごろ/切り方/食べ方/品種/保存法 etc. 後藤 浩一／著 家の光協会 T49  

新しい和の庭づくり 美しく維持しやすい 庭連／監修 成美堂出版 T5  

家づくりのすごい新常識 そのひと工夫、いくらお得か、マル分かり！  

佐久間 徹／著 エクスナレッジ T5  

庭の楽しみ  

小さな庭・ベランダで自然を感じる工夫×草木花・アイテム 125×基礎知識  

境野 隆祐／監修 翔泳社 T6  

農家が教える竹やぶ減らし かしこく切って、じゃんじゃん活用 

 農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会 T6  

３６５日の幼児食 冷凍できる作りおきレシピ homeal／著 KADOKAWA T8  

 

暮らしの最適化 小さな家で子どもと楽しく過ごす 93アイデア 

 ヨリ／著 ワニブックス T9  

子育ては声かけが９割 佐藤 亮子／著 東洋経済新報社 T9  
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『ちぐはぐな身体―ファッションって何？』 

鷲田清一/著  筑摩書房 1995年 
 

哲学の教授が、人はなぜ体を衣服で隠すのか？なぜピアスやタトゥーをいれるの

か？制服を着崩したくなるのはなぜか？等の疑問に答えながら、ファッションとは何

か、身体論を交えてわかりやすく教えてくれます。ランウェイを歩くモデルの写真

や、さまざまな絵画や広告などが挿入されており、見ながらも楽しめる一冊です。 

服を変えると、人に与える印象は大きく変わります。その理由は、すべての服が着

る人の所属を示す「制服」だからです。しかし、真面目そうな格好をしているひと

が、必ずしも真面目であるとは限りません。 

その特性から、服は時に本性を隠す隠れみのに、時に鎧に、時に一点に収束しないち

ぐはぐな自己を繋ぎ止めるためのギプスになり、人の振る舞いをコントロールする力

まで持ちはじめます。 

昨今の骨格診断やパーソナルカラー診断など、「ありのままの自分の体を愛し、それ

にあう服を着よう」という風潮が、個性をカテゴライズ（制服化）しているにすぎない

のではないか？という疑問が浮かんできます。そもそも私たちは、自分の体の全体像を

鏡や写真などの虚像でしか認識したことがないのです。 

ぜひ読んでみてください！（研修生 H） 

 

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

“イヤな”議員になる/育てる！ 選挙のカネの話から、自治体 

議会改革まで 高井 章博／著 公職研 SJ0  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

世界史年表・地図 亀井 高孝／編 吉川弘文館 R203.2  

日本史年表・地図 児玉 幸多／編 吉川弘文館 R210.3  

国会便覧 令和４年２月新版 シュハリ・イニシアティブ R314.1  

国際連合世界人口年鑑 VOL.71(2020)  

国際連合経済社会局／編集 原書房 R358  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館員の本箱 
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開催館 日付 時間 対象 

中央図書館 

 

 

5 月１１日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生 

5 月 26 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

高幡図書館 5 月 11 日(水) 

  

15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

日野図書館 5 月 18 日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

多摩平図書館 5 月 12 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

5 月２５日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生 

平山図書館 5 月 19 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

百草図書館 5 月 18 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 5 月 6 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：00～11：00 石田環境プラザ 石田 1-13-4 

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 

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） 

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 

 

23 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 5月・6 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。 


