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中央・高幡・日野・ 

多摩平・平山・百草（月曜日） 
4日・11日・25日 

市政図書室（日曜日・祝日） 3日・10日・17日・18日・24日・31日 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

２０２２年 ７月号 

№275 
 

★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。 

7月１８日 
祝日開館 

市政図書室は除きます 

７月の休館日 
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 令和 4 年度日野市立図書館 

 子ども読書活動推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施日・時間 下記の表の通り 

対 象 市内在住の小学校５年生から中学校３年生（2日間参加できる方） 

申込み方法 ７月 6日（水）午前 9時 00分から各図書館へ電話で 

（先着順）  

実施日 時間 図書館名 住所・電話番号 募集人数 内容 

7月 28日（木） 

29日（金） 

8:45～ 

9：45 

中央図書館 
豊田 2－49－2 

2名 

書架整理 

予約本探し 

など 

586-0584 

日野図書館 
日野本町 7-5-14 

2名 
584-0467 

平山図書館 
平山 5-18-2 

2名 
591-7772 

 

8月 4日（木） 

5日（金） 

8:45～ 

9：45 

高幡図書館 
三沢 4-1-12 

2名 
591-7322 

多摩平図書館 
多摩平 2-9 

2名 
583-2561 

百草図書館 
百草 204-1 

2名 
594-4646 

☆詳細は各館にお問い合わせください。 

☆新型コロナウイルス感染症対策について 

・参加にあたっては保護者の同意が必要となります。 

・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。  

小学校５年生から中学生 対象 

図書館の仕事を体験してみませんか？ 
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日野宿発見隊第１０３弾 （第１７回子ども発見隊） 

夏休み！親子で調べよう日野用水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申込
もうしこ

み・問合
といあわ

せ】 日野
ひ の

図書館
としょかん

（日野
ひ の

本町
ほんまち

7-5-14）電話
で ん わ

 584-0467 

日野
ひ の

用水
ようすい

にはどんな生
い

きものがいるかな？ 自分
じ ぶ ん

の目
め

で発見
はっけん

だ！ 

観察後
かんさつご

は元
もと

の場所
ば し ょ

にかえすよ。図書館
としょかん

の本
ほん

を使
つか

って調
しら

べよう。 
 

 

  

至立川 

日
野
駅 

●新東光寺地区センター

ーーー 

  

甲州街道 

四
ツ
谷
立
体 

薬
王
寺 

コンビニ 

郵便局 

日時
に ち じ

   ７月２３日(土) 午前
ご ぜ ん

9時
じ

30分
ぷん

～12時
じ

 

集合
しゅうごう

場所
ば し ょ

 新東光
しんとうこう

寺地区
じ ち く

センター（栄町
さかえまち

3-14-1）      

対象
たいしょう

       小学生
しょうがくせい

以上
いじょう

の子どもと保護者  

(先着
せんちゃく

10組
くみ

)  

持
も

ちもの    ぬれてもよいふく 

くつ（サンダル、長
なが

ぐつなど） 

ぼうし、タオル、すいとう、マスク 

申込
もうしこ

み期間
き か ん

  ７月７日（木）午前１０時 

～７月２０日（水） 

※参加費
さ ん か ひ

無料
むりょう

。アミとバケツは図書館
としょかん

で 

用意
よ う い

します。 

 

 https://www.hinoshuku.com 

 

主催 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=cJPDB7lA&id=C570ABF8C8F61F5F445543B8F99EF9F1E47A48BE&thid=OIP.cJPDB7lAFMPqB76bki2uCgHaFj&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.monopot-illust.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f01%2fmugiwara-boushi_2680-500x375.png&exph=375&expw=500&q=%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e7%84%a1%e6%96%99%e3%80%80%e9%ba%a6%e3%82%8f%e3%82%89%e5%b8%bd%e5%ad%90&simid=607992528444195900&selectedIndex=6
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=fvRiMV9m&id=0FDA864097DE556E9E9F2DFC2854F9922D761935&thid=OIP.fvRiMV9mxJ7o8-MAbMhpUgHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fsozaikoujou.com%2fwordpress%2fwp-content%2fuploads%2f2015%2f07%2fth_zakka_suito_mono.png&exph=600&expw=600&q=%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e7%84%a1%e6%96%99%e3%80%80%e6%b0%b4%e7%ad%92&simid=607987288613849663&selectedIndex=64
http://hinoshuku.com/index.html
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久しぶりに賑わいました！！ 

「スタンプラリー in 日野宿 2022」 

 ひの新選組まつりの初日、5月 7 日（土）午前 10 時から午後 4 時まで、「スタ

ンプラリー in 日野宿２０２２」（日野宿発見隊主催）が開催されました。

心配された天気も何とかもってくれました。 

475名の方にスタンプ帳を購入していただきましたが、小さなお子さん連れの参加

が多く見られ、実際の参加者は 1000人を優に超え久しぶりのほどよい賑わいとなり

ました。 

今年は、スタンプポイントに「桑園」が加わりました。新しいスタンプは、デザイ

ンを日野第一中学校の美術部の生徒さんにお願いしました。当日は、旧農林省蚕糸試

験場日野桑園第一蚕室（通称「桑ハウス」）も公開されていたので、ポイントにいら

した方は、建物の内部もご覧いただけたかと思います。 

また、日野宿本陣ポイントでは、日野囃子保存会による演奏がスタンプラリーを盛

り上げてくれました。 

コロナ禍で日常生活にさまざまな制約が課せられるなか、日野宿の魅力に触れる

楽しいひとときとなったとしたら誠に幸いです。 

 なお、今回の開催にあたり、スタンプポイントのスタッフとして、約 100 名のボ

ランティアの皆様にご協力をいただきました。また、スタンプポイント場所を提供し

ていただいた皆様をはじめ、備品等を快くお貸しいただいた皆様にも大変お世話に

なりました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。 

         日野図書館前にて                「桑園」スタンプ 
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【参加者募集！】夜の図書館 特別ワークショップ＆バックヤードツアー 

市民の皆さまに理想の図書館について語っていただき、 

未来の日野市立図書館像を考えるワークショップを開催します。 

ワークショップの前には、普段は入れない中央図書館のバックヤードツアーも 

おこないます。ワークショップとバックヤードツアーともに参加費は無料です。 

ぜひご参加ください！ 

日 時 2022 年 7 月 23 日（土）17：00～19：30（予定） 

対 象 市内在住者 ※小学生以下の場合は、保護者同伴 

定 員 先着 15 名 

申込み 2022 年 7 月 7 日（木）10：00～ 中央図書館へ TEL 

問合せ 中央図書館（042-586-0584） 
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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                                       

攻撃される知識の歴史 なぜ図書館とアーカイブは破壊され続けるのか  

リチャード・オヴェンデン／著 柏書房 010.2  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

ゴルギアス プラトン／著 光文社 131.3  

だからフェイクにだまされる 進化心理学から読み解く  

石川 幹人／著 筑摩書房 141  

認知バイアス大全 「脳のクセ」に気づけば、見かたが変わる 

 川合 伸幸／監修 ナツメ社 141.5  

臨床心理学小史 サトウ タツヤ／著 筑摩書房 146  

あなたの強さは、あなたの弱さから生まれる 小澤 竹俊／著 アスコム 159  

孤独の哲学 「生きる勇気」を持つために 岸見 一郎／著 中央公論新社 159  

朝１分間、30の習慣。 ゆううつでムダな時間が減り、しあわせな時間が増えるコツ  

マツダ ミヒロ／著 すばる舎 159  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

歴史学の擁護 リチャード・J.エヴァンズ／著 筑摩書房 201  

古代の都市 最新考古学で甦る社会  

パトリシア・ダニエルズ／著 日経ナショナルジオグラフィック社 209.3  

再現イラストでよみがえる日本史の現場 朝日新聞出版／編 朝日新聞出版 210  

日本史の新事実 70 古代・中世・近世・近代これまでの常識が覆る！  

浮世 博史／著 世界文化ブックス 210.4/ｳ 

日本史サイエンス ２ 播田 安弘／著 講談社 210.4/ﾊ 

日本史を疑え 本郷 和人／著 文藝春秋 210.4/ﾎ 

お江戸暮らし 杉浦日向子エッセンス 杉浦 日向子／著 筑摩書房 215  

海の東南アジア史 港市・女性・外来者 弘末 雅士／著 筑摩書房 223  

NEW 
A R R I V A L 
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

ルネサンス情報革命の時代 桑木野 幸司／著 筑摩書房 230.5  

真珠湾の代償 福井 雄三／著 毎日ワンズ 281/ｶ 

橋川文三 社会の矛盾を撃つ思想 いま日本を考える  

中島 岳志／責任編集 河出書房新社 281/ﾊ 

秋篠宮 江森 敬治／著 小学館 288.4  

文天祥 梅原 郁／著 筑摩書房 289.8/ﾌ 

与論島・沖永良部島・徳之島 地球の歩き方島旅 地球の歩き方 291  

北海道廃線紀行 草原の記憶をたどって 芦原 伸／著 筑摩書房 291.1  

地球の歩き方 aruco東京で楽しむイタリア&スペイン 地球の歩き方 291.36  

裏横浜 グレーな世界とその痕跡 八木澤 高明／著 筑摩書房 291.37  

箱根ハイキング案内 箱根旧街道・湯坂路・金時山・明神ケ岳・ 

明星ケ岳・芦ノ湖周辺・真鶴半島・湯河原幕山を歩く 山と溪谷社 291.37  

歩く地図鎌倉・横浜散歩 2023 成美堂出版 291.37  

カラーでよみがえる軍艦島 カラー版 風来堂／編 イースト・プレス 291.93 

  

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

フィンランド幸せのメソッド 堀内 都喜子／著 集英社 302.38  

ロシア点描 まちかどから見るプーチン帝国の素顔  

小泉 悠／著 PHP研究所 302.38  

岸田政権のウソを一発で見抜く！日本の大正解  

高橋 洋一／著 ビジネス社 304/ﾀ 

ニッポンを蝕む全体主義 適菜 収／著 祥伝社 311.8  

独裁者プーチンはなぜ暴挙に走ったか 徹底解説:ウクライナ戦争の深層  

池上 彰／著 文藝春秋 312.38  

行政学 曽我 謙悟／著 有斐閣 317.1  

非戦の誓い 「憲法９条の碑」を歩く 伊藤 千尋／著 あけび書房 319.8  

生きるために必要な「法律」のはなし 大人になる前に知ってほしい  

木村 真実／監修 ナツメ社 320.4  

大切な家族が亡くなった後の手続き・届け出がすべてわかる本 

 関根 俊輔／監修 新星出版社 324.7  

教養としての「会社法」入門 柴田 和史／著 日本実業出版社 325.2   
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

AI時代の資本主義の哲学 稲葉 振一郎／著 講談社 332  

歴史人口学で見た日本 速水 融／著 文藝春秋 334.2  

起業がうまくいった人は一年目に何をしたか？  

新井 一／著 総合法令出版 335  

事件から読みとく日本企業史 武田 晴人／著 有斐閣 335.2  

しくみ図解 M&Aのポイント 小本 恵照／編著 中央経済社 335.5  

いまさら聞けないビジネス用語 BOOK  

成美堂出版編集部／編著 成美堂出版 336 

新失敗学 正解をつくる技術 畑村 洋太郎／著 講談社 336  

会計の用語図鑑 比べて丸わかり！ 石川 和男／著 KADOKAWA 336  

ビジョンとともに働くということ 「こうありたい」が人と自分を動かす  

山口 周／著 祥伝社 336.1  

入社１年目のビジネススキル大全 思考法からコミュニケーション、PC仕事術まで  

木部 智之／著 三笠書房 336.4  

大きな字でわかりやすいキーボード入力 ウィンドウズ 11/10対応版 

 技術評論社編集部／著 技術評論社 336.5  

40代から始める攻めと守りの資産形成 人生 GDPの増やし方 

 井出 真吾／著 日経 BP日本経済新聞出版 338.1  

新築戸建と火災保険 まるわかり  

藪井 馨博／著 クロスメディア・パブリッシング 339.6  

図解わかる税金 2022-2023年版  

収入にかかる税金 財産にかかる税金 生活にかかる税金  

芥川 靖彦／著 新星出版社 345  

億を稼ぐ人の話し方 中野 祐治／著 きずな出版 361.4  

無敵のコミュ術 ひろゆき／著 宝島社 361.4  

陰謀論入門 誰が、なぜ信じるのか？  

ジョゼフ・E.ユージンスキ／著 作品社 361.5  

知りたいことがぜんぶわかる！つみたて NISA&iDeCoの超基本 

 酒井 富士子／著 学研プラス 364.6  

子育て世代のための快適移住マニュアル 知っておきたい、田舎でできる 

仕事・お金・子育て・地域のおつきあい 金丸 知弘／著 誠文堂新光社 365  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

図解わかる労働基準法 2022-2023年版  

荘司 芳樹／著 新星出版社 366.1  

こう動く！就職活動オールガイド '24年版  

高嶌 悠人／監修 成美堂出版 366.2  

最新最強のエントリーシート・自己 PR・志望動機 '24年版  

成美堂出版編集部／編著 成美堂出版 366.2  

フェミニズムってなんですか？ 清水 晶子／著 文藝春秋 367.2  

捨てる家族 母と娘がやりなおすための５つの物語 咲 セリ／著 論創社 367.3  

定年までに知らないとヤバイお金の話 岡崎 充輝／著 彩図社 367.9  

ヤングケアラーってなんだろう 澁谷 智子／著 筑摩書房 369  

図解でわかる障害福祉サービス 二本柳 覚／編著 中央法規出版 369.2  

つながりが命を守る福祉防災のはなし 野村 恭代／著 技報堂出版 369.3  

iPadで絶対に忘れない最高の勉強法 神アプリと iPadが 

生み出した新時代の学習メソッド YMK／著 技術評論社 375.1  

ひろみち&たにぞうの運動会やるってよ！  

楽しく安全に盛り上がる！ダンス・体操・競技・制作プランが満載！  

佐藤 弘道／著 世界文化ワンダークリエイト 376.1  

歯学部 中高生のための学部選びガイド 橋口 佐紀子／著 ぺりかん社 376.8  

コロナ禍を生きる大学生 留学中のパンデミック経験を語り合う 

 北野 真帆／編 昭和堂 377.6  

細密イラストでわかる服装と民族の風俗史 ヨーロッパの歴史版画 1400人物  

大津樹／編 IBCパブリッシング 382  

江戸で部屋さがし 菊地 ひと美／著・絵 講談社 383.9  

聯合艦隊 「海軍の象徴」の実像 木村 聡／著 中央公論新社 397.21  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

微分積分 わかると世界の見え方が変わる  

ニュートン編集部／編著 ニュートンプレス 413.3  

超ひも理論 宇宙のすべてを「ひも」で説明する  

ニュートン編集部／編著 ニュートンプレス 421  

あした出会える雑草の花 100 高橋 修／著 山と溪谷社 470.3  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

世界の華麗なチューリップ銘鑑 TULIPS  

ジェーン・イーストが贈るチューリップの歴史と最新花  

ジェーン・イースト／著 日本文芸社 479.3  

進化のたまもの！どうぶつのタマタマ学  

丸山 貴史／著 緑書房 481.3  

動物行動学者、モモンガに怒られる 

 身近な野生動物たちとの共存を全力で考えた！ 小林 朋道／著 山と溪谷社 481.7  

タマムシハンドブック 森の宝石。 福富 宏和／文 文一総合出版 486.6  

ペンギン大全 パブロ・ガルシア・ボルボログ／編 青土社 488.6  

にっぽんカラス遊戯 スーパービジュアル版 松原 始／監修・著 カンゼン 488.9  

実践医療現場の行動経済学 すれ違いの解消法  

大竹 文雄／編著 東洋経済新報社 490.14  

皮膚、人間のすべてを語る 万能の臓器と巡る 10章  

モンティ・ライマン／著 みすず書房 491.36 

胃腸を強くする名医のワザ 決定版！ 宝島社 493.4  

「目」のトリセツ 目の疲れ かすむ 乾く かゆい 二重に見える… 

 杉田 美由紀／監修 主婦の友社 496  

ジョンズ・ホプキンス 世界最強の研究大学 黒瀬 悦成／著 新潮社 498.07  

最新医療費の仕組みと基本がよーくわかる本  

複雑な医療費の仕組みをすっきり解説！  

伊藤 哲雄／編著 秀和システム 498.13  

歯科技工士の仕事 手に職をつけて、人々の笑顔をつくる 

 村田 彰弘／著 合同フォレスト 498.14  

今日から減酒！ お酒を減らすと人生がみえてくる  

倉持 穣／著 主婦の友社 498.32  

迷走している人の瞑想入門  

正しく目の前のことに集中し、人生のモヤモヤをなくす方法  

花房 里枝／著 クロスメディア・パブリッシング 498.39  

本当に役立つ栄養学 肥満、病気、老化予防のカギとなる食べものの科学 

 佐藤 成美／著 講談社 498.55  

コロナとの死闘 西村 康稔／著 幻冬舎 498.6  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

これが私の薬剤師ライフ ６年制卒 50人がキャリアを語る  

日経ドラッグインフォメーション／編 日経 BP 499.09  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

図説近世城郭の作事 櫓・城門編 三浦 正幸／著 原書房 521.8  

日本建築を作った職人たち 寺社・内裏の技術伝承  

浜島 一成／著 吉川弘文館 521.8  

西洋の名建築がわかる七つの鑑賞術 中島 智章／著 エクスナレッジ 523  

世界の駄っ作機 10 岡部 ださく／著 大日本絵画 538.7  

この一冊で全部わかるサーバーの基本  

きはし まさひろ／著 SBクリエイティブ 548.3  

ネットワークのしくみと技術がこれ 1冊でしっかりわかる本  

中尾 真二／著 技術評論社 548.3  

マクサン式 Web ライティング実践スキル大全 書く副業で安定的に月収+10万円  

マクリン／著 大和書房 548.3  

60分でわかる！メタバース超入門 武井 勇樹／著 技術評論社 548.3  

パワポで描く！図とイラスト  

PowerPointによる教材・レポート・資料で使える素材の作成から動きのある表現まで  

澤崎 敏文／著 技術評論社 548.4  

パズルで鍛えるアルゴリズム力 大槻 兼資／著 技術評論社 548.5  

ホワイトハッカーの教科書 IPUSIRON／著 シーアンドアール研究所 548.5  

現場ですぐに使える！Access VBA逆引き大全 600の極意 

 Microsoft 365/Office 2021/2019/2016/2013 対応  

E-Trainer.jp／著 秀和システム 548.6  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

ゼラニウムの文化誌 カシア・ボディ／著 原書房 627.5  

樹木の恵みと人間の歴史 石器時代の木道からトトロの森まで 

 ウィリアム・ブライアント・ローガン／著 築地書館 650.4/ﾛ 

北海の狩猟者 羆撃ちと山釣りに明け暮れたある開拓者の記録 

 西村 武重／著 山と溪谷社 659  
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◆◆◆６００ 産業・交通・通信（つづき）◆◆◆ 

中野ブロードウェイ物語 長谷川 晶一／著 亜紀書房 672.1  

すごいタイトル㊙法則 川上 徹也／著 青春出版社 674  

SNSマーケティング大全 門口 妙子／著 ぱる出版 675  

シン世代マーケティング メガヒットのカギをにぎる！  

原田 曜平／著 ぱる出版 675  

沈黙の Web ライティング Webマーケッターボーンの激闘  

松尾 茂起／著 エムディエヌコーポレーション 675  

YouTube企業動画担当になったらこれだけは知りたい 

マーケティング&プロデュースの基本  

押切 孝雄／著 技術評論社 675 

メルカリ売り方&買い方完全ガイド  

値付けから出品、梱包、配送の仕方まで全部わかる！ マキノ出版 676.3  

怒鳴られ駅員のメンタル非常ボタン 小さな事件は通常運転です 

 綿貫 渉／著 KADOKAWA 686.21  

路面電車大百科 西森 聡／著 天夢人 686.21  

テレビの重罪 和田 秀樹／著 宝島社 699  

ちむどんどん Part１ 連続テレビ小説 羽原 大介／作 NHK出版 699.9  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

琉球の富 柳 宗悦／著 筑摩書房 702.1  

世界遺産の日本史 佐藤 信／編 筑摩書房 709  

ピーターラビットと絵本の世界 三栄 726.5  

世界一わかりやすい動画制作の教科書  

企画書づくりから撮影技術の基礎、編集と公開まで  

小島 真也／著 技術評論社 746.7  

写真家白洲次郎の眼 愛機ライカで切り取った 1930年代  

白洲 次郎／撮影 小学館 748/ｼ 

オリガミアドベンチャーランド 切らずに 1枚で折る折り紙恐竜と伝説の生物たち  

フチモト ムネジ／著 エムディエヌコーポレーション 754.9  

 

演奏家が語る音楽の哲学 大嶋 義実／著 講談社 760.1  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

蘇る、安川加壽子の「ことば」 安川 加壽子／著 音楽之友社 762.8/ﾔ 

魂の声をあげる 現代史としてのラップ・フランセ  

陣野 俊史／著 アプレミディ 764.7  

歌うま本 上手くなるのは意外と簡単だ いくみ／著 実業之日本社 767.1  

消えた歌の風景 PART２ 内館 牧子／著 清流出版 767.7  

声優になるには 山本 健翔／著 ぺりかん社 778.7  

子どもを壊す部活トレ 一流トレーナーが教える本当に効く 

練習方法 中野 ジェームズ修一／著 中央公論新社 780.7  

スポーツ毒親 暴力・性虐待になぜわが子を差し出すのか  

島沢 優子／著 文藝春秋 780.7  

奥武蔵・秩父 500km 詳しい地図で迷わず歩く 佐々木 亨／著 山と溪谷社 786.1  

オートキャンプ場&RVパーク厳選ガイド 関東編 2022－23  

コスミック出版 786.3  

ソロキャンプ大事典 ソロキャンがもっと楽しくなるコツ満載！ 

 青木 達也／監修 成美堂出版 786.3  

超ゼロからはじめる釣り入門 

マンガと写真で、人気の魚の釣り方からおいしい食べ方までわかる！ 

 西野 弘章／著 山と溪谷社 787.1  

TOKYOいい川釣れる運河  

ウナギ、テナガエビからシーバス、クロダイまで 23区は釣り場だらけ！ 

つり人社書籍編集部／編 つり人社 787.1 

猪木と馬場 斎藤 文彦／著 集英社 788.2  

今日もお稽古日和 はな／著 淡交社 791  

囲碁はじめての布石入門 村川 大介／監修 成美堂出版 795  

はじめての人ともう一度の人の-詰将棋１・３・５手詰  

新・決定版 羽生 善治／監修 ワニブックス 796  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

壁とともに生きる わたしと「安部公房」 ヤマザキ マリ／著 NHK出版 910.2/ｱ 

西村京太郎の推理世界 オール讀物／責任編集 文藝春秋 910.2/ﾆ 
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◆◆◆９００～９１９ 文学一般、日本の文学（つづき）◆◆◆ 

村上春樹クロニクル BOOK２ 小山 鉄郎／著 春陽堂書店 910.2/ﾑ 

いちばんやさしい短歌 のんびり読んで、すんなり身につく  

横山 未来子／著 日本文芸社 911.1  

シルバー川柳 丘を越えて編 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                                                                 

俺ではない炎上 浅倉 秋成／著 双葉社 913.6/ｱｻｸ 

ラブカは静かに弓を持つ 安壇 美緒／著 集英社 913.6/ｱﾀﾝ 

空を切り裂いた 飴村 行／著 新潮社 913.6/ｱﾒﾑ 

布武の果て 上田 秀人／著 集英社 913.6/ｳｴﾀ 

夢伝い 宇佐美 まこと／著 集英社 913.6/ｳｻﾐ 

くるまの娘 宇佐見 りん／著 河出書房新社 913.6/ｳｻﾐ 

死神を祀る 大石 大／著 双葉社 913.6/ｵｵｲ 

南蛮の絆 多聞と龍之進 大村 友貴美／著 双葉社 913.6/ｵｵﾑ 

夏鳥たちのとまり木 奥田 亜希子／著 双葉社 913.6/ｵｸﾀ 

孤剣の涯て 木下 昌輝／著 文藝春秋 913.6/ｷﾉｼ 

氷の致死量 櫛木 理宇／著 早川書房 913.6/ｸｼｷ 

魂に触れて還れ 小林 雅俊／著 コパニカス 913.6/ｺﾊﾔ 

孤蝶の城 桜木 紫乃／著 新潮社 913.6/ｻｸﾗ 

奇跡のミシン 天国の声、届けます 清水 有生／著 双葉社 913.6/ｼﾐｽ 

笙野頼子発禁小説集 笙野 頼子／著 鳥影社 913.6/ｼﾖｳ 

競争の番人 新川 帆立／著 講談社 913.6/ｼﾝｶ 

任俠ショコラティエ 新堂 冬樹／著 双葉社 913.6/ｼﾝﾄ 

鎮魂 染井 為人／著 双葉社 913.6/ｿﾒｲ 

エクアドール 滝沢 志郎／著 双葉社 913.6/ﾀｷｻ 

戴天 千葉 ともこ／著 文藝春秋 913.6/ﾁﾊ 

隠し女小春 辻原 登／著 文藝春秋 913.6/ﾂｼﾊ 

水の月 中江 有里／著 潮出版社 913.6/ﾅｶｴ 

属国の銃弾 永瀬 隼介／著 文藝春秋 913.6/ﾅｶｾ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

イーヴィル・デッド 駄菓子屋ファウストの悪魔  

七尾 与史／著 実業之日本社 913.6/ﾅﾅｵ 

パパイヤ・ママイヤ 乗代 雄介／著 小学館 913.6/ﾉﾘｼ 

森をひらいて 雛倉 さりえ／著 新潮社 913.6/ﾋﾅｸ 

名もなき子 水野 梓／著 ポプラ社 913.6/ﾐｽﾉ 

夢をかなえるゾウ ０ 水野 敬也／著 文響社 913.6/ﾐｽﾉ 

十三階の仇 吉川 英梨／著 双葉社 913.6/ﾖｼｶ 

沈みかけの船より、愛をこめて 乙一／著 朝日新聞出版 913.6 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

人生、山あり谷あり家族あり 岸田 ひろ実／著 新潮社 914.6/ｷｼﾀ 

99年、ありのままに生きて 瀬戸内 寂聴／著 中央公論新社 914.6/ｾﾄｳ 

今日を楽しく生きる 「寂庵だより」2007-1998年より  

瀬戸内 寂聴／著 祥伝社 914.6/ｾﾄｳ 

人生の疲れについて 曽野 綾子／著 扶桑社 914.6/ｿﾉ 

一緒に生きる 親子の風景 東 直子／著 福音館書店 914.6/ﾋｶｼ 

沖縄のことを聞かせてください 宮沢 和史／著 双葉社 914.6/ﾐﾔｻ 

シルクロード・楼蘭探検隊 椎名 誠／著 産業編集センター 915.6/ｼｲﾅ 

マイホーム山谷 末並 俊司／著 小学館 916/ｽｴﾅ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

曹操 ６ 卑劣なる聖人 王 暁磊／著 曹操社 923/ｵ 

世の中に悪い人はいない ウォン ジェフン／著 KADOKAWA 929.1/ｳ 

パープル・ハイビスカス  

チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ／著 河出書房新社 933/ｱ 

もう行かなくては イーユン・リー／著 河出書房新社 933/ﾘ 

グリム兄弟とアンデルセン 高橋 健二／著 講談社 940.2/ｸ 

星をみつめて エツァルト・シャーパー／著 女子パウロ会  943/ｼ 

印 アーナルデュル・インドリダソン／著 東京創元社 949.4/ｲ 

運河の家 人殺し ジョルジュ・シムノン／著 幻戯書房 953/ｼ 

地獄の門 モーリス・ルヴェル／著 白水社 953/ﾙ 
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◆◆◆９２０～９９９ 外国の文学（つづき）◆◆◆ 

ロシア文学からの旅 交錯する人と言葉  

中村 唯史／編著 ミネルヴァ書房 980.2  

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

香り立つ金箔 文庫書下ろし/長編時代小説 有馬 美季子／著 光文社 BN/ｱﾘ 

後家の一念 文庫書下ろし/傑作時代小説 井川 香四郎／著 光文社 BN/ｲｶ 

八本目の槍 今村 翔吾／著 新潮社 BN/ｲﾏ 

荒月の盃 岩室 忍／著 祥伝社 BN/ｲﾜ 

富子すきすき 宇江佐 真理／著 朝日新聞出版 BN/ｳｴ 

日雇い浪人生活録 13 上田 秀人／著 角川春樹事務所 BN/ｳｴ 

まだまだ身の下相談にお答えします 上野 千鶴子／著 朝日新聞出版 BN/ｳｴ 

浅見家四重想 須美ちゃんは名探偵！？  

内田康夫財団事務局／著 光文社 BN/ｳﾁ 

地底の魔術王 江戸川 乱歩／著 新潮社 BN/ｴﾄ 

飲むぞ今夜も、旅の空 太田 和彦／著 小学館 BN/ｵｵ 

京都伏見のあやかし甘味帖 ８ 柏 てん／著 宝島社 BN/ｶｼ 

鴨川食堂しあわせ 柏井 壽／著 小学館 BN/ｶｼ 

弥勒の手 風野 真知雄／著 双葉社 BN/ｶｾ 

古都 川端 康成／著 新潮社 BN/ｶﾜ 

八王子怪談 逢魔ケ刻編 川奈 まり子／著 竹書房 BN/ｶﾜ 

傭兵団の料理番 14 川井 昻／著 主婦の友インフォス BN/ｶﾜ 

神楽坂つきみ茶屋 ４ 斎藤 千輪／著 講談社 BN/ｻｲ 

見番 長編時代小説 佐伯 泰英／著 光文社 BN/ｻｴ 

朱に交われば 坂井 希久子／著 文藝春秋 BN/ｻｶ 

豚のレバーは加熱しろ ６回目 逆井 卓馬／著 KADOKAWA BN/ｻｶ 

死してなお 書き下ろし長編時代小説 坂岡 真／著 双葉社 BN/ｻｶ 

雪に撃つ 道警・大通警察署 佐々木 譲／著 角川春樹事務所 BN/ｻｻ 

浪人若さま新見左近 ４ 長編時代小説 佐々木 裕一／著 双葉社 BN/ｻｻ 

最終標的 笹本 稜平／著 徳間書店 BN/ｻｻ 

メイジアン・カンパニー ４ 魔法科高校の劣等生 続  

佐島 勤／著 KADOKAWA BN/ｻﾄ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

謎掛鬼 警視庁捜査一課・小野瀬遙の黄昏事件簿 沢村 鐵／著 双葉社 BN/ｻﾜ 

二刀の竜 志木沢 郁／著 徳間書店 BN/ｼｷ 

さまよう人 長編時代小説 鈴木 英治／著 光文社 BN/ｽｽ 

百歳までにしたいこと 曽野 綾子／著 文藝春秋 BN/ｿﾉ 

謀聖 尼子経久伝 風雲の章 武内 涼／著 講談社 BN/ﾀｹ 

生きてしまった 太宰治×ミステリ 太宰 治／著 河出書房新社 BN/ﾀｻ 

人生相談 谷川俊太郎対談集 谷川 俊太郎／著 朝日新聞出版 BN/ﾀﾆ 

舌の上の散歩道 團 伊玖磨／著 小学館 BN/ﾀﾝ 

待宵の芒舟 千野 隆司／著 双葉社 BN/ﾁﾉ 

告ぐ雷鳥 知野 みさき／著 光文社 BN/ﾁﾉ 

観覧車は謎を乗せて 朝永 理人／著 宝島社 BN/ﾄﾓ 

伝説の隠密 ３ 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 

Cocoon 京都・不死篇 夏原 エヰジ／著 講談社 BN/ﾅﾂ 

SIS ３ 丹沢湖駐在武田晴虎 鳴神 響一／著 角川春樹事務所 BN/ﾅﾙ 

飯田線・愛と殺人と 長編推理小説 西村 京太郎／著 光文社 BN/ﾆｼ 

椿平九郎留守居秘録 ５ 書き下ろし長編時代小説  

早見 俊／著 二見書房 BN/ﾊﾔ 

仇討ち包丁 江戸いちばんの味 氷月 葵／著 コスミック出版 BN/ﾋｽ 

ブラッディ・ファミリー 深町 秋生／著 新潮社 BN/ﾌｶ 

隙間風 書き下ろし時代小説 藤井 邦夫／著 双葉社 BN/ﾌｼ 

幕臣の湯屋 書き下ろし長編時代小説 藤木 桂／著 二見書房 BN/ﾌｼ 

龍の袖 藤原 緋沙子／著 徳間書店 BN/ﾌｼ 

探偵は御簾の中 ３ 汀 こるもの／著 講談社 BN/ﾐｷ 

復讐 三島由紀夫×ミステリ 三島 由紀夫／著 河出書房新社 BN/ﾐｼ 

復讐捜査 南 英男／著 光文社 BN/ﾐﾅ 

夜明けの舟唄 書き下ろし長編時代小説 森 真沙子／著 二見書房 BN/ﾓﾘ 

ぶたぶたのお引っ越し 矢崎 存美／著 光文社 BN/ﾔｻ 

婚活食堂 ７ 山口 恵以子／著 PHP研究所 BN/ﾔﾏ 

邦人救出 渡辺 裕之／著 祥伝社 BN/ﾜﾀ 

喧騒の夜想曲 白眉編 Vol.１ 日本推理作家協会／編 光文社 BN  
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

黙約の凍土 上・下 トム・クランシー／著 扶桑社 B/ｸﾗ 

わたしたちの登る丘 アマンダ・ゴーマン／著 文藝春秋 B/ｺﾏ 

とむらい家族旅行 サマンサ・ダウニング／著 早川書房 B/ﾀｳ 

死亡告示 ジェフリー・ディーヴァー／著 文藝春秋 B/ﾃｲ 

レオ・ブルース短編全集 レオ・ブルース／著 扶桑社 B/ﾌﾙ 

気狂いピエロ ライオネル・ホワイト／著 新潮社 B/ﾎﾜ 

死者のハーモニー マリアンネ・シドウ／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

 

Ｔ 暮らし                                                

暮らし上手な人に教わる、節約のくふう 100 宝島社 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  

「コロナ老け知らず」女医の美肌習慣 石井 美夏／著 双葉社 T0  

ヴィンテージ銘仙の服を着てでかけよう 着物リメイクで作るとっておき 27点  

Qui‐Meisen／著 文化学園文化出版局 T11  

きれいに作れる帽子 あらゆるカーブ縫いをマスター  

赤峰 清香／著 主婦と生活社 T11  

手ぬいで作るリラックスできる気持ちのいい服  

高橋 恵美子／著 ブティック社 T11  

パターンアレンジで 21のデザイン 

 服作りをサクサク楽しむためのソーイングテクニックをマスターして  

香田 あおい／著 文化学園文化出版局 T11  

刺しゅう糸で編むかぎ針編みフラワーアクセサリー大全集  

完全保存リクエスト版 アップルミンツ T13  

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  

新幹線と特急の刺しゅう ６つのステッチでつくる速い電車の図案集 

 ささき みえこ／著 誠文堂新光社 T15  

花のリボン刺しゅう 12の基本ステッチで描く花の図案と楽しみ方  

小倉 ゆき子／著 日本ヴォーグ社 T15  

日本で買える花でつくるハワイアンレイ Hawaiian Lei Making Book  

亀田 諮頌／著 イカロス出版 T17  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

セットで楽しむかぎ針編みエコアンダリヤで編むおしゃれな子供の帽子&バッグ 

 アップルミンツ T19  

アクアリウムのある生活 こだわりの自然水景をつくる  

千田 義洋／監修 日東書院本社 T3  

かわいい犬のお洋服 商用 OK！ 山本 真寿美／著 主婦と生活社 T3  

料理沖縄物語 古波蔵 保好／著 講談社 T40  

91歳のユーチューバー 後世に伝えたい！家庭料理と人生のコツ  

道場 六三郎／著 主婦と生活社 T41  

ごはんにかけておいしいひとさライス 小堀 紀代美／著 西東社 T41  

ごはん作りの絶望に寄り添うレシピ やる気０%からの料理術 

 本多 理恵子／著 エムディエヌコーポレーション T41  

材料２つだけ！きじま流極旨レシピ  

きじま りゅうた／著 ワン・パブリッシング T41  

塩、しょうゆ、みそで飛田式おかず  

シンプルでおいしい料理の極意 飛田 和緒／著 西東社 T41  

炊飯器でラクチンレシピ 阪下 千恵／著 ワン・パブリッシング T41  

スピード完成！野菜の大量消費おかず 342 食のスタジオ／編 西東社 T41  

野菜の酢漬けと展開レシピ 毎日食べて体すっきり  

野口 真紀／著 エムディエヌコーポレーション T41  

レンチン！ごほうびひとりごはん rina／著 学研プラス T41  

60歳 女、ひとり、疲れないごはん 銀色 夏生／著 幻冬舎 T41  

えっ？これ全部ホットプレートで作っちゃったんですか？  

HOT PLATE MAGIC RECIPE 米澤 文雄／著 EDITORS T41  

石原洋子の梅干し梅酒梅料理 石原 洋子／著 主婦と生活社 T43  

はじめてのドライフード うまみがギュッ！干すだけ簡単 

 CAMMOC／著 山と溪谷社 T43  

今日のうどん 飽きないおいしさ 65品 満留 邦子／著 成美堂出版 T44  

 おいしいカクテルの図鑑 鈴木 隆行／監修 成美堂出版 T47  

魅惑のクラフトコーラ うまい！深い！面白い！  

クラフトコーラ愛好会／編 主婦の友社 T47  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

薬学博士が教える手づくり野草茶レシピ 簡単健康  

中山 智津子／著 山と溪谷社 T49  

50歳からの賢い住宅購入 初めて買う人・住み替える人独身からファミリーまで  

千日 太郎／著 同文舘出版 T5  

宿根草で手間いらず一年中美しい小さな庭づくり 阿部 容子／監修 西東社 T6  

植物との暮らし方超入門 これで私も枯らさない人 ビリ／著 山と溪谷社 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  

病気と害虫を防ぐ 草間 祐輔／著 NHK出版 T6  

妊娠中のおいしい食事&栄養 時期別・症状別に引ける！  

杉本 充弘／監修 ナツメ社 T8  

叱らない子育て アドラー心理学に学ぶ対等な親子関係  

岸見 一郎／著 学研プラス T9  

 

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

国税通則・徴収法規集 令和 4年 4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                                                

ブリタニカ国際年鑑 2022 ブリタニカ・ジャパン R059  

海外進出企業総覧 2022会社別編 東洋経済新報社 R335.4  

 

「読書調査結果報告書」ができました 

2020年6月に実施した「読書調査」の結果報告書ができました。 

日野市立図書館は、2020年 4月 9日から 5月 31日にかけて

感染症拡大防止のために臨時休館しました。再開後、臨時休館中の

読書活動や、「本や読書」「図書館」への思いについて聞くため、

2020年 6月下旬に調査を行いました。 

約 2 週間で 2585 件もの回答をいただき、さらに「本や読書、図

書館への思い」の項目では 1668件のお声をいただきました。 

改めて、ご協力くださった皆様に感謝申し上げるとともに、結果報

告書のまとめが遅くなりましたことをお詫びいたします。 

日野市立図書館 

いただいたお声を全文
掲載しております。 
ぜひお読みください。 

https://www.lib.city.hi
no.lg.jp/library/202006
reading-survey.html 
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『今どきの若手社員のトリセツ イライラ・モヤモヤする』 

平賀充記／著 PHP研究所 2022.3 

 今年の 3月ごろ、選書のために新刊をチェックしていると、2冊の本に目が留

まりました。『今どきの若手社員のトリセツ』（平賀充記／著, PHP研究所）と、『先

生、どうか皆の前でほめないで下さい』（金間大介／著, 東洋経済新報社）という

本です。似た本が毎週のように出版されるのは自己啓発本や料理本などの分野で

見ますが、若い世代への理解を試みるものが重なるのは珍しく見えました。 

図書館員の本箱 

前者は、若手社員を管理する側の悩みを扱ったものです。

どちらの世代が悪いと対立を煽るのではなく、「オトナ」側と

「若手社員」側で、どういう言い分なのかをいったん整頓し、

イライラやモヤモヤを解消しようと試みています。データが

どうのこうの……という書き口ではなく、心の声を拾うよう

な形なので、悩んでいる「オトナ」側には同僚のように寄り添

ってくれる本かもしれません。逆に「若手社員」側にとって

は、なぜという気持ちが強まるかもしれません。 

 「オトナ」側の悩みを見ていると、「若手社員」という新し

い流れにどう対応するかという模索だけでなく、苦労して

きたものの引き継ぎという印象も受けました。「オトナ」側

にとって仕事のやり方は、己の苦労（当時の上司から受け

た無茶など）もあって強い軸になっているのでしょうか。 

しかし時の流れは残酷で、アナログからデジタルへの移

行などによって、かつての苦労は今では不要な過程になっ

ているものもあります。今でも必要なものと、もう誰も苦し

む必要がないものの分別や認識のすり合わせができたら、

衝突の少ない職場になるのではないか。この本を読みなが

らそんなことを考えていました。 

金間大介／著 

東洋経済新報社 

2022.3 

後者の『先生、どうか皆の前でほめないで下さい』はまだ予約が回ってきてい

ないので、届くのを待ちながらもう少し人について考えてみようと思います。 

（Y） 
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実施館 日程 ０・１・２才 ３才～未就学児 小学生（要申込） 

平山図書館 

(℡)591-7772 
7 月21 日（木） 10:30～10:45   

多摩平図書館 

（℡）583-2561 

7 月27 日（水）  15:30～15:45 
16:00～16:20 

６名（要申込） 

8 月 18 日（木） 10:30～10:45   

中央図書館 

（℡）586-0584 

7 月28 日（木） 10:30～10:45   

8 月 10 日（水）  15:30～15:45 
16:00～16:20 

5名（要申込） 

高幡図書館 

（℡）591-7322 
8 月3 日（水） 15:00～15:15 15:30～15:45 

16:00～16:20 

６名（要申込） 

日野図書館 

(℡)584-0467 
8 月 17 日（水）   15:30～15:45  

百草図書館 

(℡)594-4646 
8 月 17 日（水） 15:00～15:15 15:30～15:45 

16:00～16:20 

5名（要申込） 

０・１・２才 

おみやげつきおはなし会。 

カスタネットをプレゼント！ 

申込不要。 

3才～未就学児 

おみやげつきおはなし会。 

紙コップロケットをプレゼント! 

申込不要。 

小学生 

「コロコロタワー」の工作！ 

申込が必要。 

7月７日（木）10時より、 

各館へ電話・来館で保護者

の方がお申し込みください。 

※感染症対策にご協力ください。また、感染拡大状況によっては中止する場合もあります。 
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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 7 月 8 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 

4 日 

 

18 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  

5 日 

 

19 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 

10 日 

24 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  

25 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  

12 日 

 

26 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 ７月・８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。 


