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６月の休館日 
中央・高幡・日野 

多摩平・平山・百草（月曜日） 
6日・13日・20日・27日 

市政図書室（日曜日・祝日） 5日・12日・19日・26日 

 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

～ひろばもくじ～ 

P.2 2022年度絵本読み聞かせ入門講座 
P.3 新設多摩平団地コーナー 
P.4 図書館に入った新しい本 
P.17 図書館員の本箱 
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６月・７月巡回日程 

２０２２年 ６月号 

№274 
 

★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。 
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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 6月 24日（金） 9：30～11：30  

会場 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 10名 

申込み方法 6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 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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★目印のコーナー看板 

 

 

 

新
設 多摩平団地 

＠ 多 摩 平 図 書 館 

地域資料コーナー横 

た ま だ い ら だ ん ち 

■最近注目を集めている”団地” 

TV でも取り上げられ話題の「多摩トキワソウ団地」。プロ

の漫画家を目指す若者が共同生活をしており、入居者

のデビューなど、明るいニュースが舞い込んでいます。リ

ノベーションや郊外への関心から、団地そのものも再ブ

ーム。そんな新しい風が吹く多摩平団地に関する資料

のコーナーができました。 

■みなさんはどの年代？ 

新設の団地コーナーにある本には、いずれも多摩平団

地について記載があります。表紙には、どの頃の団地に

ついて書かれているのかシールが貼ってあります。子ど

もの頃や引っ越してきた頃など、気になる時期の本を探

してみてください！ 

■置いてある本を一部ご紹介 

『世界一美しい団地図鑑』 志岐祐一／編・著・写真 内田青蔵／著 安野彰／著 渡邉

裕子／著 エクスナレッジ 2012.7 

……多摩平団地の俯瞰写真や概略が載っています。ほか様々な団地も掲載。 

『僕たちの大好きな団地』 洋泉社 2007.4 

……建替え工事時期に出たこの本。見開き 1 頁で多摩平団地を紹介しています。実

は目次の写真にあの団地が。 

★貼ってあるシールの例 
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 図書館に入った 新 し い 本 
3月 24日から 4月 21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                                       

娼婦の本棚 鈴木 涼美／著 中央公論新社 019  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

60代からの幸福をつかむ極意 「20世紀最高の知性」ラッセルに学べ 

 齋藤 孝／著 中央公論新社 133.5  

STRESS FREE ネガティブな感情を力に変えるケンブリッジ大学の研究者が明か

す科学的に正しいシンプルな 63のメソッド 

 オリヴィア・リームス／著 ポプラ社 141.6  

頭の“よはく”のつくり方 本当に大切なことに集中するための 

 鈴木 進介／著 日本実業出版社 159  

カッコいい大人になろう モテる男は「観察力」「共感力」「感謝力」で差をつける  

中谷 彰宏／著 エムディエヌコーポレーション 159  

私の中のこの邪悪な感情をどうしよう？ 自分のこころを壊さないためのヒント 

 石井 裕之／著 祥伝社 159  

不動明王 渡辺 照宏／著 吉川弘文館 186.8  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

世界史を変えた 40の謎 上・中・下  

ジャン＝クリスティアン・プティフィス／編 原書房 209  

世界滅亡国家史 消えた 48か国で学ぶ世界史  

ギデオン・デフォー／著 サンマーク出版 209  

縄文人は海を越えたか？ 「文化圏と言葉」の境界を探訪する 

 水ノ江 和同／著 朝日新聞出版 212  

縄文と世界遺産 人類史における普遍的価値を問う 根岸 洋／著 筑摩書房 212  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

東国と信越 吉村 武彦／編 KADOKAWA 213  

対決の東国史 ７ 小田原北条氏と越後上杉氏 吉川弘文館 214  

江戸藩邸へようこそ 三河吉田藩「江戸日記」  

久住 祐一郎／著 集英社インターナショナル 215  

日本近代社会史 社会集団と市場から読み解く 1868-1914 

 松沢 裕作／著 有斐閣 216  

天皇・コロナ・ポピュリズム 昭和史から見る現代日本  

筒井 清忠／著 筑摩書房 217  

入門欧米考古学 富岡 直人／著 同成社 230.2  

中世ヨーロッパ ビジュアル図鑑 新星出版社編集部／編 新星出版社 230.4  

図説上杉謙信 クロニクルでたどる“越後の龍” 今福 匡／著 戎光祥出版 281/ｳ 

SNS天皇論 ポップカルチャー＝スピリチュアリティと現代日本 

 茂木 謙之介／著 講談社 288.4  

李垠 ３ 李氏朝鮮最後の王 李 建志／著 作品社 289.8/ﾘ 

商店街さんぽ ビンテージなまち並み 50 あさみん／著 学芸出版社 291  

日本の泊まれる○○ 一度は行ってみたい趣味の宿 宝島社 291  

日帰り絶景ウォーキング関東周辺 歩いて楽しい！春夏秋冬の 45コース 

 JTBパブリッシング 291.3  

奥多摩ハイキング案内 

 奥多摩むかし道、雲取山、川苔山、御岳山、浅間尾根、笹尾根、三頭山を歩く 

 山と溪谷社 291.36  

東京おやつ図鑑 洋菓子編・和菓子編 下里 康子／文 交通新聞社 291.36  

東京ハイキング案内 

 崖線、坂道、丘陵、河川、暗渠、埋立地、江戸三十三観音を歩く 

 山と溪谷社 291.36  

湘南ハイク 鎌倉・逗子・葉山・横須賀・三浦の山と海歩き 山と溪谷社 291.37  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

アフガニスタン マスードが命を懸けた国 長倉 洋海／著 白水社 302.26  

ブラジルの歴史を知るための 50章 伊藤 秋仁／編著 明石書店 302.62  



6 

 

◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

バイデンは赤い 高山 正之／著 新潮社 304/ﾀ 

ぶっちゃけ、誰が国を動かしているのか教えてください  

17歳からの民主主義とメディアの授業 西田 亮介／著 日本実業出版社 312.1  

60分でわかる！改正個人情報保護法超入門  

田中 浩之／編著 技術評論社 316.1  

警察官僚 0.2%未満のキャリアの生態 古野 まほろ／著 祥伝社 317.7  

刑法的思考のすすめ 刑法を使って考えることの面白さを伝えたいんだよ！ 

 仲道 祐樹／著 大和書房 326  

現代の裁判 市川 正人／著 有斐閣 327  

新・ラグジュアリー 文化が生み出す経済 10の講義  

安西 洋之／著 クロスメディア・パブリッシング 331  

日本経済の黒い霧 ウクライナ戦乱と資源価格インフレ  

植草 一秀／著 ビジネス社 332.1  

世界少子化考 子供が増えれば幸せなのか  

毎日新聞取材班／著 毎日新聞出版 334.3  

スモールビジネスの教科書 武田所長／著 実業之日本社 335  

議事録作成の実務と実践 鈴木 龍介／編著 第一法規 336.5  

できる Word 2021 Office 2021＆Microsoft 365 両対応  

田中 亘／著 インプレス 336.5  

会計と経営の七〇〇年史 五つの発明による興奮と狂乱  

田中 靖浩／著 筑摩書房 336.9  

「お金」のベストセラー50冊から目的別ノウハウを一冊にまとめてみた！ 

 年収 300万円からでも FIREできる 本要約チャンネル／著 KADOKAWA 338.1  

よくわかる税法入門 三木 義一／編著 有斐閣 345.1  

社会学の名著 50冊が１冊でざっと学べる 岡本 裕一朗／著 KADOKAWA 361  

質問力を鍛える本 ウォーレン・バーガー／著 ニュートンプレス 361.4  

２度目の会話が続きません 野口 敏／著 サンクチュアリ出版 361.4  

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  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

本気の転職パーフェクトガイド トップコンサルタントが教える 

 森本 千賀子／著 新星出版社 366.2  

ジェンダーの心理学 「男女」の思いこみを科学する  

青野 篤子／著 ミネルヴァ書房 367.2  

ルポ女性用風俗 菅野 久美子／著 筑摩書房 367.6  

知らないとヤバい老後のお金戦略 50 荻原 博子／著 祥伝社 367.9  

60代ひとり暮らし軽やかな毎日 小さくも豊かな暮らし術  

ショコラ／著 宝島社 367.9  

校則に言いたい！ 中高生・親・教師 3000人の声  

日本共産党@校則問題プロジェクトチーム／編 新日本出版社 375.2  

こんなに変わった理科教科書 左巻 健男／著 筑摩書房 375.4  

ルポ名門校 「進学校」との違いは何か？ おおた としまさ／著 筑摩書房 376.4  

発達障害のある子と家族によりそう安心サポート BOOK 小学生編・幼児編 

 岡田 俊／著 ナツメ社 378  

やさしくわかるはじめての手話 手話教室華乃樹／監修 ナツメ社 378.2  

山田澄代の杖ワンダーランド 山田 澄代／著 朝日新聞社 383.4  

春画でわかる江戸の遊郭 欲望が渦巻く非日常の世界  

安藤 優一郎／監修 宝島社 384.9  

辺野古入門 熊本 博之／著 筑摩書房 395  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

科学のトリセツ 元村 有希子／著 毎日新聞出版 404/ﾓ 

基本統計学 宮川 公男／著 有斐閣 417  

世界はこうしてできている美しい物理のしくみ 川村 康文／監修 西東社 420  

オウムアムアは地球人を見たか？ 異星文明との遭遇  

アヴィ・ローブ／著 早川書房 440.4/ﾛ 

宇宙のはじまり 138億年前、何がおきたのか  

ニュートン編集部／編著 ニュートンプレス 443.9  

なぜ宇宙は存在するのか はじめての現代宇宙論 野村 泰紀／著 講談社 443.9  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

遺伝子とは何か？ 現代生命科学の新たな謎 中屋敷 均／著 講談社 467.2  

合成生物学 人が多様な生物を生み出す未来  

ジェイミー・A.デイヴィス／著 ニュートンプレス 467.2  

動物たちのナビゲーションの謎を解く なぜ迷わずに道を見つけられるのか 

 デイビッド・バリー／著 インターシフト 481.7  

世界で一番美しいクラゲ図鑑 海中を優美に浮遊する神秘的な生態 

 水口 博也／編著 誠文堂新光社 483.3  

カニの歌を聴け ハクセンシオマネキの恋の駆け引き  

竹下 文雄／著 京都大学学術出版会 485.3  

ハエトリグモハンドブック 須黒 達巳／著 文一総合出版 485.7  

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  

となりのハト 身近な生きものの知られざる世界 柴田 佳秀／著 山と溪谷社 488.4  

知識ゼロでも楽しく読める！自律神経のしくみ イラスト＆図解 

 荒木 信夫／監修 西東社 491.37  

いちばんやさしい免疫学 スラスラ読めるイラスト図解  

西村 尚子／執筆 成美堂出版 491.8  

まいにちのお灸と養生 心と体をゆるめて、すっきり巡る  

すきさん／著 ナツメ社 492.7  

耳穴スイッチ 「聞こえ」がよくなる！ 清水 ろっかん／著 世界文化ブックス 492.7  

近世感染症の生活史 医療・情報・ジェンダー  

鈴木 則子／著 吉川弘文館 493.8  

今だから知りたい新型コロナウイルス感染症治療薬  

薬の登場でパンデミックは収まるのか？ 中西 貴之／著 技術評論社 493.87  

女性の生き方を左右する子宮のきほん 善方 裕美／監修 池田書店 495.43  

なんとなくずっと不調なんですが膣ケアで健康になれるって本当ですか？ 

 若林 杏樹／マンガ サンクチュアリ出版 495.44  

地図とデータで見る健康の世界ハンドブック  

ジェラール・サレム／著 原書房 498  

最新医療事務のすべてがわかる本 2022 医療事務の仕事と魅力を徹底紹介！ 

 青地 記代子／監修 日本文芸社 498.16  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

働くあなたの快眠地図 角谷 リョウ／著 フォレスト出版 498.36  

医者が教える新型コロナウイルス完全防衛マニュアル 

 300人の CT画像を診た臨床医が伝えるコロナサバイバル治療・後遺症・ 

防衛まで！ 松岡 健／著 ロングセラーズ 498.6  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

土木技術者になるには 三上 美絵／著 ぺりかん社 510.9  

リジェネレーション<再生> 気候危機を今の世代で終わらせる 

 ポール・ホーケン／編著 山と溪谷社 519  

いきもの六法 日本の自然を楽しみ、守るための法律  

中島 慶二／監修 山と溪谷社 519.8  

建築ってなんだ？ 中山 繁信／共著 オーム社 520  

歩いて、食べる京都のおいしい名建築さんぽ 京都名建築ガイド 

 甲斐 みのり／著 エクスナレッジ 523.1  

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  

メタバース さよならアトムの時代 加藤 直人／著 集英社 548.3  

メタバース進化論 仮想現実の荒野に芽吹く「解放」と「創造」の新世界 

 バーチャル美少女ねむ／著 技術評論社 548.3  

メタバースと Web3 國光 宏尚／著 エムディエヌコーポレーション 548.3  

できる Excel 2021 Office 2021＆Microsoft 365 両対応  

羽毛田 睦土／著 インプレス 548.4  

はじめての PowerPoint2021 染谷 昌利／著 秀和システム 548.4  

Visual C++ 2022パーフェクトマスター Microsoft Visual Studio 

 金城 俊哉／著 秀和システム 548.5  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

東アジアの農村 農村社会学に見る東北と東南 細谷 昻／著 筑摩書房 611.9  

春夏秋冬のハーバルレシピ 植物と暮らす 伊能 美緒／著 山と溪谷社 617.6  

 



10 

 

◆◆◆６００ 産業・交通・通信（つづき）◆◆◆ 

コールセンターもしもし日記  

ご意見ご要望、クレーム、恫喝…反論せずにお聞きします  

吉川 徹／著 三五館シンシャ 673  

図解よくわかるこれからのマーケティング 金森 努／著 同文舘出版 675  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

エドワード・ホッパー作品集 エドワード・ホッパー／画 東京美術 723.8/ﾎ 

ミュシャ作品集 パリから祖国モラヴィアへ ミュシャ／画 東京美術 723.8/ﾐ 

透明水彩レシピ ５ JWS日本透明水彩会 日本透明水彩会／編 日貿出版社 724.4  

プロの講師が教えるマンガの描き方 

  専門学校で教えるすべてのエッセンスがここに！ つちや書店 726.1  

こんなにおもしろいグラフィックデザイナーの仕事  

篠塚 正典／著 中央経済社 727  

すぐわかる！！楽譜の読み方入門 スマホ対応 譜例の音が確認できる！ 

 山下 正／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 761.2  

ウルトラ音楽術 冬木 透／著 集英社インターナショナル 762.8/ﾌ 

永遠の今 フジコ・ヘミング／著 CCCメディアハウス 762.8/ﾍ 

室井摩耶子百一歳のピアニスト 矢島 多美／著 音楽之友社 762.8/ﾑ 

楽器の科学 美しい音色を生み出す「構造」と「しくみ」  

フランソワ・デュボワ／著 講談社 763  

財津和夫 人生はひとつ でも一度じゃない 川上 雄三／著 集英社 767.8  

キミにもなれる！声優  

東京アニメ・声優 ＆ eスポーツ専門学校／監修 つちや書店 778.7  

若きアスリートへの手紙 <競技する身体>の哲学 町田 樹／著 山と溪谷社 780  

動画でわかるいちばんやさしいゴルフの教科書  

QRコードで打ち方をチェック！！ 三野 博孝／監修 ナツメ社 783.8  

ピーターたちのゴルフマナー 鈴木 康之／著 ゴルフダイジェスト社 783.8  

焚き火と道具 猪野 正哉／著 山と溪谷社 786  

スーパー地形公式ガイドブック 地形を感じる地図アプリ  

杉本 智彦／著 山と溪谷社 786.1  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

山のエキスパートたちが選んだ日本アルプス名 100ルート 山と溪谷社 786.1  

キャンプで淹れるおいしい珈琲  焚き火で、コンロで、ストーブで。インスタント

から自家焙煎まで、野外で楽しむコーヒーのいろいろ 

 小林 キユウ／写真・文 誠文堂新光社 786.3  

大人のソロキャンプ入門 ヒロシ／著 SBクリエイティブ 786.3  

日帰りハイク関東 2022 JTBパブリッシング 786.4  

自転車キャンプ大全 自転車×キャンプは最高に楽しい！  

田村 浩／著 技術評論社 786.5  

チェスを初めてやる人の本 小島 慎也／監修 つちや書店 796.9  

 

８００ 語学                                                        

なぜ日本語はなくなってはいけないのか 齋藤 孝／著 草思社 810.4/ｻ 

文章がフツーにうまくなるとっておきのことば術  

関根 健一／著 大修館書店 816  

言葉の周圏分布考 松本 修／著 集英社インターナショナル 818  

英語で人生が変わる独学術 

 働きながら TOEIC L＆R TESTで満点を取った私の勉強法 Aki／著 KADOKAWA 830.7  

英語の階級 執事は「上流の英語」を話すのか？ 新井 潤美／著 講談社 835 

  

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

物語のあるところ 月舟町ダイアローグ 吉田 篤弘／著 筑摩書房 901.3  

エーリッヒ・ケストナー こわれた時代 クラウス・コルドン／著 偕成社 909/ｹ 

忍者とは何か 忍法・手裏剣・黒装束 吉丸 雄哉／著 KADOKAWA 910.2  

石原慎太郎伝 大下 英治／著 エムディエヌコーポレーション 910.2/ｲ 

司馬遼太郎もうひとつの幕末史 朝日新聞出版 910.2/ｼ 

森鷗外 海堂 尊／著 筑摩書房 910.2/ﾓ 

吉本隆明 没後 10年、激動の時代に思考し続けるために  

河出書房新社編集部／編 河出書房新社 910.2/ﾖ 

日本文学のなかへ ドナルド・キーン／著 文藝春秋 910.4/ｷ 

さっきまでは薔薇だったぼく 最果 タヒ／著 小学館 911.5/ｻ 
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９１３．６ 日本の小説                                                                 

不屈の達磨 社長の椅子は誰のもの 安生 正／著 角川春樹事務所 913.6/ｱﾝｼ 

生皮 あるセクシャルハラスメントの光景  

井上 荒野／著 朝日新聞出版 913.6/ｲﾉｳ 

さよならに反する現象 乙一／著 KADOKAWA 913.6/ｵﾂｲ 

本好きの下剋上 ５部 ８ 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 

本好きの下剋上 短編集２ 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 

これでいくほかないのよ 片岡 義男／著 亜紀書房 913.6/ｶﾀｵ 

ルームメイトと謎解きを 楠谷 佑／著 ポプラ社 913.6/ｸｽﾀ 

ショートケーキ。 坂木 司／著 文藝春秋 913.6/ｻｶｷ 

裏家電 嶋戸 悠祐／著 講談社 913.6/ｼﾏﾄ 

ゴールドサンセット 白尾 悠／著 小学館 913.6/ｼﾗｵ 

剣持麗子のワンナイト推理 新川 帆立／著 宝島社 913.6/ｼﾝｶ 

羊毛フェルトの比重 高森 美由紀／著 産業編集センター 913.6/ﾀｶﾓ 

脱北航路 月村 了衛／著 幻冬舎 913.6/ﾂｷﾑ 

二重らせんのスイッチ 辻堂 ゆめ／著 祥伝社 913.6/ﾂｼﾄ 

女人入眼 永井 紗耶子／著 中央公論新社 913.6/ﾅｶｲ 

泣き虫先生 ねじめ 正一／著 新日本出版社 913.6/ﾈｼﾒ 

月の王 馳 星周／著 KADOKAWA 913.6/ﾊｾ 

八月の母 早見 和真／著 KADOKAWA 913.6/ﾊﾔﾐ 

スタッフロール 深緑 野分／著 文藝春秋 913.6/ﾌｶﾐ 

君たちはしかし再び来い 山下 澄人／著 文藝春秋 913.6/ﾔﾏｼ 

ついでにジェントルメン 柚木 麻子／著 文藝春秋 913.6/ﾕｽｷ 

チョウセンアサガオの咲く夏 柚月 裕子／著 KADOKAWA 913.6/ﾕｽｷ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

厄介なオンナ 青木 さやか／著 大和書房 914.6/ｱｵｷ 

タダキ君、勉強してる？ 伊集院 静／著 集英社 914.6/ｲｼﾕ 

ピンピン、ひらり。 鎌田式しなやか老活術 鎌田 實／著 小学館 914.6/ｶﾏﾀ 



13 

 

◆◆◆９１４．６～９１７ 日本のエッセイ（つづき）◆◆◆ 

はぴはぴくるねこ ９・10 くるねこ大和／著 KADOKAWA 914.6/ｸﾙﾈ 

自分を愛するということ<あるいは幸福について>  

佐々木 ののか／著 亜紀書房 914.6/ｻｻｷ 

遺す言葉 「寂庵だより」2017-2008年より  

瀬戸内 寂聴／著 祥伝社 914.6/ｾﾄｳ 

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 

失われた TOKIOを求めて  

高橋 源一郎／著 集英社インターナショナル 914.6/ﾀｶﾊ 

酔っ払いは二度お会計する 田中 開／著 産業編集センター 914.6/ﾀﾅｶ 

猿と猿回し 畠山 健二／著 内外出版社 914.6/ﾊﾀｹ 

53歳の新人 NHKアナウンサーだった僕の転職  

内多 勝康／著 新潮社 916/ｳﾁﾀ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

走る赤 中国女性 SF作家アンソロジー 武 甜静／編 中央公論新社 923  

ハリー・ポッターと魔法の歴史 

 大英図書館「ハリー・ポッターと魔法の歴史展」より 

 ブルームズベリー社／編 静山社 930.2/ﾛ 

人類対自然 ダイアン・クック／著 白水社 933/ｸ 

ピラネージ スザンナ・クラーク／著 東京創元社 933/ｸ 

ガーナに消えた男 クワイ・クァーティ／著 早川書房 933/ｸ 

かくも甘き果実 モニク・トゥルン／著 集英社 933/ﾄ 

最後の大君 スコット・フィッツジェラルド／著 中央公論新社 933/ﾌ 

郊外のフェアリーテール キャサリン・マンスフィールド短篇集 

 キャサリン・マンスフィールド／著 亜紀書房 933/ﾏ 

もうやってらんない カイリー・リード／著 早川書房 933/ﾘ 

ファミリア・グランデ カミーユ・クシュネル／著 柏書房 954/ｸ 
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Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

きよのお江戸料理日記 ３ 秋川 滝美／著 アルファポリス BN/ｱｷ 

罷免家老世直し帖 ３ 瓜生 颯太／著 二見書房 BN/ｳﾘ 

鯰の夫婦 岡本 さとる／著 幻冬舎 BN/ｵｶ 

祝祭と予感 恩田 陸／著 幻冬舎 BN/ｵﾝ 

同心亀無剣之介 ６ 風野 真知雄／著 コスミック出版 BN/ｶｾ 

創約とある魔術の禁書目録 ６ 鎌池 和馬／著 KADOKAWA BN/ｶﾏ 

少年 川端 康成／著 新潮社 BN/ｶﾜ 

掌の小説 川端 康成／著 新潮社 BN/ｶﾜ 

山の音 川端 康成／著 新潮社 BN/ｶﾜ 

ユア・フォルマ ４ 菊石 まれほ／著 KADOKAWA BN/ｷｸ 

萩の餅 坂井 希久子／著 角川春樹事務所 BN/ｻｶ 

口福の祝い笹寿司 佐々木 禎子／著 角川春樹事務所 BN/ｻｻ 

真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、 

辺境でスローライフすることにしました 10 ざっぽん／著 KADOKAWA BN/ｻﾂ 

老いて華やぐ 瀬戸内 寂聴／著 文藝春秋 BN/ｾﾄ 

試練 護衛艦あおぎり艦長早乙女碧 時武 里帆／著 新潮社 BN/ﾄｷ 

スーパーカブ ８ トネ・コーケン／著 KADOKAWA BN/ﾄﾈ 

ずんだと神様 中島 久枝／著 角川春樹事務所 BN/ﾅｶ 

やめるな外科医 中山 祐次郎／著 幻冬舎 BN/ﾅｶ 

十津川警部捜査行 東海特急殺しのダイヤ  

西村 京太郎／著 実業之日本社 BN/ﾆｼ 

鉄の楽園 楡 周平／著 新潮社 BN/ﾆﾚ 

本所おけら長屋 18 畠山 健二／著 PHP研究所 BN/ﾊﾀ 

メガバンク起死回生 専務・二瓶正平 波多野 聖／著 幻冬舎 BN/ﾊﾀ 

群狼の海域 濱 嘉之／著 文藝春秋 BN/ﾊﾏ 

放浪大名水野勝成 信長、秀吉、家康に仕えた男 早見 俊／著 新潮社 BN/ﾊﾔ 

たけくらべ 樋口 一葉／著 河出書房新社 BN/ﾋｸ 

にごりえ 樋口 一葉／著 河出書房新社 BN/ﾋｸ 

火の航跡 平岩 弓枝／著 文藝春秋 BN/ﾋﾗ 

猟鷹の眼 書き下ろし長編時代小説 藤 水名子／著 二見書房 BN/ﾌｼ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

雨宿り 藤井 邦夫／著 文藝春秋 BN/ﾌｼ 

嵐吹く時も 三浦 綾子／著 新潮社 BN/ﾐｳ 

端午のとうふ 江戸人情短編傑作選 山本 一力／著 朝日新聞出版 BN/ﾔﾏ 

ぶらり平蔵 ５ 吉岡 道夫／著 コスミック出版 BN/ﾖｼ 

怪盗黒猫 ４ 和久田 正明／著 二見書房 BN/ﾜｸ 

オシリスの呪いを打ち破れ 上・下 クライブ・カッスラー／著 扶桑社 B/ｶﾂ 

臨海楼綺譚 新アラビア夜話 第２部 スティーヴンスン／著 光文社 B/ｽﾃ 

フルスロットル ジェフリー・ディーヴァー／著 文藝春秋 B/ﾃｲ 

われらはレギオン ４ 上・下 デニス・E.テイラー／著 早川書房 B/ﾃｲ 

パラディンⅥの真実 H.G.エーヴェルス／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

 

Ｔ 暮らし                                                

大人のヘアスタイリングの教科書 朝 3分で髪美人！ 

GARDEN／著 主婦の友社 T0  

暮らしの新常識 109 ウィズコロナ時代に後悔しない  

ニューノーマル研究会／編 小学館 T0  

この 1冊で OK！一生使えるマナーと作法 明石 伸子／監修 ナツメ社 T0  

本当に心地いい部屋 

 ものが少ないからくつろげる、満たされるから帰りたくなる 

 筆子／著 大和出版 T0  

身の丈暮らし。 「小さく暮らす」のが最適解！ 宝島社 T0  

世界一わかりやすい１g＝０．５円からの古きもので作る洋服と小物 

 吉田 三世／著 ワニブックス T11  

長く愛されるシニアの服 春－夏のチュニック、ワンピース、 

ジャケット、ベスト ブティック社 T11  

刺し子の手習い帖 やさしくわかる・素敵に作れる  

いからし さとみ／著 ナツメ社 T15  

スタンプワーク かわいい立体刺しゅう アップルミンツ T15  

一緒にいたい！羊毛フェルトのちび猫づくり Hinali／著 KADOKAWA T16  

商用 OK！これ作ったの？と言われる布こもの yasumin／著 主婦と生活社 T19  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

シマリス完全飼育 飼育管理の基本、生態・接し方・病気がよくわかる 

 大野 瑞絵／著 誠文堂新光社 T3  

まいにち酒ごはん日記 ツレヅレハナコ／著 幻冬舎 T40  

ウー・ウェンの炒めもの ウー ウェン／著 高橋書店 T41  

食べて元気になる 55歳からの oneチンおかず  

武蔵 裕子／著 主婦と生活社 T41  

季節を味わう手仕事レシピ ラクに作れてずっとおいしい保存食のある暮らし 

 スズキ エミ／著 主婦の友社 T43  

ヨーグルトの本 向井 智香／著 エムディエヌコーポレーション T43  

りえさんの365日のお漬け物 ほぼ２ステップ！ 大島 りえ／著 主婦の友社 T43  

おうちパンがもっと美味しくなる本 製法を使いこなして、何回でも焼きたくなる 

 完全感覚ベイカー／著 KADOKAWA T45  

麗しのカントリー庭園を訪ねる。 花と緑の誌上ガーデンツアーBEST50 

 主婦と生活社／編 主婦と生活社 T6  

小さな苔ガーデニング コケリウムから坪庭まで 大野 好弘／著 主婦の友社 T6  

知識ゼロからのコンテナ野菜栽培 吉田 健一／著 幻冬舎 T6  

庭を彩る宿根草図鑑 暑さ寒さ、日陰など栽培のコツがわかる 

 渡辺 均／監修 新星出版社 T6  

はじめてのベジ・ガーデン 野菜も花も楽しめる  

矢田 陽介／監修 成美堂出版 T6  

無農薬でつくりたい！はじめてのプランター菜園  

古藤 俊二／著 食べもの通信社 T6  

怒らないをやってみた子育てライフ ニコラ・シュミット／著 サンマーク出版 T9  

子どもがやる気になる！「親のひとこと」言い換え辞典  

堀田 秀吾／監修 三笠書房 T9 

 

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

日野市財務書類（一般会計等） 令和２年度 日野市企画部財政課 SH3  

生活保護ケースワーカーの仕事の基本  

福祉知識ゼロからわかる！ 山中 正則／著 学陽書房 SQ2  
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Ｒ 調べものに役立つ本                                                

海外進出企業総覧 2022国別編 東洋経済新報社 R335.4  

大きな活字の三省堂国語辞典 見坊 豪紀／編 三省堂 R813.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

『きたきつねのしあわせ』  

手島圭三郎／絵・文 絵本塾出版 2011．4 刊 

 昨年末、９７歳で父が亡くなった。亡くなる 1 か月前、離れて住んでいた私た

ち姉妹３人がそれぞれ、短い間だったが父の介護をすることが出来た。とても貴重

な時間を過ごさせてもらったと姉妹で話している。それは、これからの心の支えと

なるであろう時間だった。葬儀を済ませ、実家から職場に戻った忌引明けのある

日、昼休みにこの絵本を読んだ。読みながら、だめだ、やばい、自然に涙があふれ

てくる・・・。「あー、今昼休みに読む絵本じゃなかったわー」鼻をズビズビさせ

ながら仕事に戻った。心に染みる。 

きたきつねのオスは、メスが死んだ後 1 人（１匹）残され、だんだん力が無くな

っていくが、兄弟、子ども、孫たちに会いに行く。息絶えた最後は雲になり、空か

ら孫たちを見守っている。「じぶんのいっしょうはしあわせだった。いきるのはな

んとすばらしいことだろう。」この一文にすべてが集約されているように思えた。 

 手島さんが題材とする北の大地に生きる野生動物の世界は、宿命ともいえる自

然の掟の中で限られ選ばれて命を育み、「いのち」を燃焼させる。美術作品として

も美しく、ダイナミックな版画を用いて表現する手島さんの絵本に、今まさに「出

会えた」と感じた。書架にあってパラパラと見ていた時は、地味な絵本だから子ど

もにはあまり借りられないんだよなあと思っていたが、大人にこそ読んでほしい、

一生というものについて深く考えさせられる１冊だった。（W） 

 

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 

 

 

6 月 8 日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生 

6 月 23 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

高幡図書館 6 月 1 日(水) 

  

15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

日野図書館 6 月 15 日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

多摩平図書館 6 月 9 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

6 月２2 日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生 

平山図書館 6 月 16 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

百草図書館 6 月 15 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 6 月 7 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 

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 

3 日 

 

17 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） 

8 日 

22 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 

9 日 

 

23 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 

10 日 

 

24 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 6月・7 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」は工事延期のため、巡回再開は未定です。決まり次第、お知らせ致します。 


