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中央・高幡・日野・ 

多摩平・平山・百草（月曜日） 
1 日・8 日・15 日・22 日・29 日 

市政図書室（日曜日・祝日） 7 日・11 日・14 日・21 日・28 日 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

２０２２年 ８月号 

№276 
 

★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。 

8月１1日 
祝日開館 

市政図書室は除きます ８月の休館日 
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日にち：9 月 7 日（水） 

    10 月 5 日（水） 

    11 月 2 日（水） 

時間：午後 4 時～4 時 30 分 

場所：高幡図書館 

定員：先着 6 名（初参加優先） 

対象：小学生 

 

高幡図書館窓口 

またはお電話にて受付 

 

 

8/２（火）～ 8/1９（金）まで 

 

日野市立高幡図書館 

☎ 042-591-7322 

 

詳細 
申込方法 

申込期限 

問い合わせ先・申込窓口 

⚫ 感染拡大状況によっては、ブッククラブを中止する場合がございます。

予めご了承ください。 

⚫ 感染症対策の詳細は、ホームページをご確認ください。 

新型コロナウイルス感染症対応について 

主催：日野市立図書館 

①おすすめの本紹介 

②図書館探検（クイズもあるよ） 

などを予定しています。 

3 日間参加可能で、 

保護者なしで OK な子 
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図書館に入った 新 し い 本 
5月 27日から 6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                                       

ゆっくり学ぶ 人生が変わる知の作り方 岸見 一郎／著 集英社クリエイティブ 002  

オカルト編集王 月刊「ムー」編集長のあやしい仕事術  

三上 丈晴／著 学研プラス 021.4  

部活動にうちこむ 中高生のためのブックガイド  

佐藤 理絵／監修 日外アソシエーツ 028  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

言葉を生きる 考えるってどういうこと？ 池田 晶子／著 筑摩書房 104/ｲ 

パラドックス 論理的思考を鍛えるための  

ニュートン編集部／編著 ニュートンプレス 116  

ウィトゲンシュタインと言語の限界 ピエール・アド／著 講談社 134.8  

『パンセ』で極める人間学 鹿島 茂／著 NHK出版 135.3  

やらかした時にどうするか 畑村 洋太郎／著 筑摩書房 141.5  

私たちはどう学んでいるのか 創発から見る認知の変化  

鈴木 宏昭／著 筑摩書房 141.5  

あなたの弱みは一瞬で強みになる！ 権藤 優希／著 きずな出版 159  

老いの品格 品よく、賢く、おもしろく 和田 秀樹／著 PHP研究所 159  

習慣化ベスト１００ 最短最速で理想の自分になるワザ大全！ 

 吉井 雅之／監修 宝島社 159  

無敵の稼ぎ方 最小限のコストで最大限のお金に変える、 

最強のルール 中村 誠／著 KADOKAWA 159  

よく生きるココロエ 「今」が変われば、未来も、過去も変わる！ 

 岸見 一郎／著 清流出版 159  

インド宗教興亡史 保坂 俊司／著 筑摩書房 160.25  

日本人の神道 神・祭祀・神社の謎を解く 島田 裕巳／著 筑摩書房 170  

喜怒哀楽のお経を読む 釈 徹宗／著 朝日新聞出版 183  

NEW 
A R R I V A L 
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２００ 歴史・伝記・地理                                                

新発見でここまでわかった！日本の古代史  

「日本最古の人類」の石器は大陸由来の特徴を持っていた！  

瀧音 能之／監修 宝島社 212  

発掘された日本列島 ２０２２ 調査研究最前線 文化庁／編 共同通信社 212  

陸奥と渡島 吉村 武彦／編 KADOKAWA 213  

戦国ラン 手柄は足にあり 黒澤 はゆま／著 集英社インターナショナル 214.7  

大奥を創った女たち 福田 千鶴／著 吉川弘文館 215  

明治史講義 グローバル研究篇 瀧井 一博／編 筑摩書房 216  

抑留を生きる力 シベリア捕虜の内面世界 富田 武／著 朝日新聞出版 217.5  

スコットランド全史 「運命の石」とナショナリズム 桜井 俊彰／著 集英社 233  

ひげの殿下日記 寛仁親王／著 小学館 288.4  

「ナパーム弾の少女」五〇年の物語 藤 えりか／著 講談社 289.8/ｷ 

日光ハイキング案内 

 日光山内・鳴虫山・男体山・戦場ケ原・中禅寺湖周辺・白根山・奥鬼怒を歩く 

 山と溪谷社 291.32  

地球の歩き方 aruco東京で楽しむアジアの国々 地球の歩き方 291.36  

東京の懐かしくて新しい暮らし３６５日  

巡りゆく日々の中で見つけたとびきりのお気に入りたち  

中川 よしこ／著 自由国民社 291.36  

名古屋の言い分 長屋 良行／著 ゆいぽおと 291.55  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

地図とデータで見るグローバリゼーションの世界ハンドブック  

ロラン・カルルエ／著 原書房 302  

知らないと恥をかく世界の大問題 １３ 池上 彰／著 KADOKAWA 304/ｲ 

大前研一 世界の潮流 ２０２２-２３スペシャル 大前 研一／著 プレジデント社 304/ｵ 

わたしの心のレンズ 現場の記憶を紡ぐ  

大石 芳野／著 集英社インターナショナル 304/ｵ 

第三次世界大戦はもう始まっている エマニュエル・トッド／著 文藝春秋 304/ﾄ 

「天下の大勢」の政治思想史 頼山陽から丸山眞男への航跡 

 濱野 靖一郎／著 筑摩書房 311.21  

愛国の起源 パトリオティズムはなぜ保守思想となったのか 

 将基面 貴巳／著 筑摩書房 311.23  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

長期腐敗体制 白井 聡／著 KADOKAWA 312.1  

プーチンの野望 佐藤 優／著 潮出版社 312.38  

最新「地政学」入門 東大教授がまんがと図解で教える！  

山内 昌之／監修 宝島社 312.9  

維新ぎらい 大石 あきこ／著 講談社 318.26  

自治会・町内会負担軽減＆IT活用事例ブック めざせ、担い手不足解消！ 

 水津 陽子／著 実業之日本社 318.8  

平和を創る道の探求 ウクライナ危機の「糾弾」「制裁」を超えて 

 孫崎 享／著 かもがわ出版 319  

北朝鮮拉致問題 極秘文書から見える真実 有田 芳生／著 集英社 319.1  

国民安全保障国家論 世界は自ら助くる者を助く  

船橋 洋一／著 文藝春秋 319.8  

行政書士の「お仕事」と「正体」がよーくわかる本 本当のところどうなの？ 

 石下 貴大／著 秀和システム 327.1  

弁護士のすゝめ 最強資格のリアル。そして令和版司法改革へ 

 宮島 渉／著 民事法研究会 327.1  

MMT講義ノート 貨幣の起源、主権国家の原点とは何か 島倉 原／著 白水社 331  

西武王国の興亡 堤義明最後の告白 大下 英治／著 さくら舎 335.5  

ザ・マネジャー 人の力を最大化する組織をつくる ボスからコーチへ 

 ジム・クリフトン／著 日経 BP日本経済新聞出版 336.3  

図解わかる住宅ローン ２０２２-２０２３年版 浅井 秀一／著 新星出版社 338.7  

投資信託の不都合な真実 地獄に堕ちないための 13章  

鈴木 雅光／著 ビジネス社 338.8  

つながり過ぎないでいい 非定型発達の生存戦略 尹 雄大／著  

亜紀書房 361.4  

フェイク 中野 信子／著 小学館 361.4  

リスクを考える 「専門家まかせ」からの脱却 吉川 肇子／著 筑摩書房 361.4  

ゼロからわかるオンライン＆リアルのトラブルを回避 

人間関係の心理学 ポーポー・ポロダクション／著 日本文芸社 361.5  

トカイナカに生きる 神山 典士／著 文藝春秋 361.61  

図解いちばん親切な年金の本 ２２-２３年版 清水 典子／監修 ナツメ社 364.6  

アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した 潜入・最低賃金労働の現場  

ジェームズ・ブラッドワース／著 光文社 366  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

私たちが声を上げるとき アメリカを変えた 10の問い  

和泉 真澄／著 集英社 367.2  

モラハラ夫の精神的支配から抜け出す方法 ７つのワークで「自分らしさ」を取り戻す  

福山 れい／著 日本能率協会マネジメントセンター 367.3  

「家トレ」のきほん  

飽きずに楽しく続けられる！「自分で動ける」を維持するトレーニング 

 石田 竜生／著 翔泳社 367.9  

最期まで在宅おひとりさまで機嫌よく 上野 千鶴子／著 中央公論新社 367.9  

定年後にもう一度大学生になる 

 一日中学んで暮らしたい人のための「第二の人生」最高の楽しみ方  

瀧本 哲哉／著 ダイヤモンド社 367.9  

イラストでわかる対人援助職のためのコミュニケーションと 

面接技術 須藤 昌寛／著 中央法規出版 369  

精神・発達障害がある人の経済的支援ガイドブック  

障害年金と生活保護、遺言、税などのしくみと手続き  

青木 聖久／編著 中央法規出版 369.2  

わいせつ教員の闇 教育現場で何が起きているのか  

読売新聞取材班／著 中央公論新社 374.3  

今すぐ使えるかんたん Google for Education  

導入から運用まで、一冊でしっかりわかる本  

電算システム／著 技術評論社 375.1  

人間科学部 中高生のための学部選びガイド 大岳 美帆／著 ぺりかん社 376.8  

障害のある若者と学ぶ「科学」「社会」 気候変動、感染症、豪雨災害 

 丸山 啓史／編 クリエイツかもがわ 378  

世界の地元メシ図鑑 222人の旅人たちの思い出の味を食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 383.8  

世界の中華料理図鑑 中国と世界に広がる 349の名物中華料理を食の雑学とともに 

解説 本場の味を日本で体験できるレストランガイド付き！  

地球の歩き方編集室／編集 地球の歩き方 383.8  

私たちはなぜ犬を愛し、豚を食べ、牛を身にまとうのか  

カーニズムとは何か メラニー・ジョイ／著 青土社 383.8  
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４００ 科学・生物・医学                                                                    

新体系・大学数学入門の教科書 上・下 芳沢 光雄／著 講談社 410  

三角関数 角度と長さを操る現代必須の数学  

ニュートン編集部／編著 ニュートンプレス 413.5  

化学技術者・研究者になるには 堀川 晃菜／著 ぺりかん社 430.7  

文系のためのめっちゃやさしい地球４６億年  

田近 英一／監修 ニュートンプレス 450  

地球温暖化はなぜ起こるのか 気候モデルで探る過去・現在・未来の地球  

真鍋 淑郎／著 講談社 451.3  

生命の大進化４０億年史 古生代編 

 生命はいかに誕生し、多様化したのか 土屋 健／著 講談社 457 

こっそり楽しむうんこ化石の世界 

 食事から推理する古生物たちの最期うんこミステリー 

 土屋 健／著 技術評論社 457.8  

生き物が老いるということ 死と長寿の進化論  

稲垣 栄洋／著 中央公論新社 461.1  

進化を超える進化 サピエンスに人類を超越させた 4つの秘密 

 ガイア・ヴィンス／著 文藝春秋 467.5  

進化論の進化史 アリストテレスから DNAまで  

ジョン・グリビン／著 早川書房 467.5  

草木とともに 牧野富太郎自伝 牧野 富太郎／著 KADOKAWA 470.2/ﾏ 

田んぼや水辺でみられる植物の芽生えハンドブック  

浅井 元朗／著 文一総合出版 471.7  

生きもの毛事典 保谷 彰彦／文 文一総合出版 481.1  

ダマして生きのびる虫の擬態 海野 和男／写真と文 草思社 486.1  

かんたん識別！身近なチョウ 飛んでるチョウもひと目でわかる 

 森地 重博／著 文一総合出版 486.8  

沖縄美ら海水族館はなぜ役に立たない研究をするのか？ 

サメ博士たちの好奇心まみれな毎日 佐藤 圭一／著 産業編集センター487.5  

寝ても覚めてもアザラシ救助隊 岡崎 雅子／著 実業之日本社 489.5  

BREATH 呼吸の科学 ジェームズ・ネスター／著 早川書房 491.33  

大人になる前に知る老いと死 前沢 政次／著 ぺりかん社 491.35  

民間療法は本当に「効く」のか 補完代替療法に惑わされないためのヘルスリテラシー 

 大野 智／著 化学同人 492.7  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

メランコリーの文化史 古代ギリシアから現代精神医学へ  

谷川 多佳子／著 講談社 493.7  

森田療法で治す「不安症・強迫症」 正しい理解と乗り越え方 

 中村 敬／監修 大和出版 493.74  

間違いだらけの風邪診療 その薬、本当に効果がありますか？  

永田 理希／著 筑摩書房 493.87  

アトピーっ子の安心ごはん 和食ではじめる体質改善  

渡辺 雅美／著 家の光協会 493.93  

女性の「ヘルスケア」を変えれば日本の経済が変わる 堀江 貴文／著 青志社 495  

更年期、私のトリセツ 

 無理をしない、がんばらない。閉経後までを考える更年期の解説書  

対馬 ルリ子／監修 つちや書店 495.13  

めまい・フラつきを治す特効療法 食事と体操でよくなると名医が太鼓判！ 

 マキノ出版 496.6  

たった１２週間で天才脳を養う方法 Sharp Brain  

サンジェイ・グプタ／著 文響社 498.3  

続食べ 結果が出る食べ方がカンタンに続く方法  

岸村 康代／著 かんき出版 498.5  

Moonshot ファイザー不可能を可能にする 9か月間の闘いの内幕 

 アルバート・ブーラ／著 光文社 498.6  

健康保険が使える漢方薬の事典 今津 嘉宏／著 つちや書店 499.8  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

ごみ清掃のお仕事 押田 五郎／著 解放出版社 518.5  

エレクトリック・シティ フォードとエジソンが夢見たユートピア 

 トーマス・ヘイガー／著 白水社 518.8  

プラスチック「革命」 ２ 日経 BP 519  

図解でわかるカーボンニュートラル燃料 脱炭素を実現する新バイオ燃料技術  

CN[2]燃料の普及を考える会／編著 技術評論社 519.1  

住宅営業マンぺこぺこ日記  

「今月 2件 5000万！」死にもの狂いでノルマこなします  

屋敷 康蔵／著 三五館シンシャ 520.9  

様式とかたちから建築を考える 五十嵐 太郎／著 平凡社 523  



9 

 

◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 

建築家の解体 松村 淳／著 筑摩書房 523.1  

自動車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 

 GB自動車業界研究会／著 技術評論社 537  

よくわかる最新バイクの基本と仕組み バイクの最新技術を基礎から学ぶ 

 青木 タカオ／著 秀和システム 537.9  

いちばんやさしい衛星データビジネスの教本  

人気講師が教えるデータを駆使した宇宙ビジネス最前線  

神武 直彦／著 インプレス 538.9  

スキを突く経営 面白家電のサンコーはなぜウケるのか  

山光 博康／著 集英社インターナショナル 545.8  

Accessデータベース用語図鑑 「見るだけ」でスルスル頭に入る 

今村 ゆうこ／著 技術評論社 548.3  

Facebook フェイスブック基本＆便利技 リンクアップ／著 技術評論社 548.3  

メタバースがよくわかる本 仮想世界の新ビジネス  

松村 雄太／著 秀和システム 548.3  

Photoshop誰でも入門 プロの手本でセンスよく！  

塩谷 正樹／共著 エムディエヌコーポレーション 548.4  

いちばんやさしいパソコン超入門 ウィンドウズ 11対応  

リブロワークス／著 SBクリエイティブ 548.7  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

地域おこし協力隊の強化書 12人の奮闘から学ぶ  

畠田 千鶴／監修 ビジネス社 601.1  

オーガニック 有機農法、自然食ビジネス、認証制度から産直市場まで 

ロビン・オサリバン／著 築地書館 615.7  

世界の優美なユリ銘鑑 LILIES ナオミ・スレイドが贈るユリの歴史と最新花 

 ナオミ・スレイド／著 日本文芸社 627.6  

なにがあっても潰れない店舗経営の最強スキル２．０  

売れるお店は、売れるための「型」を持っている！  

小澤 隆博／著 ごま書房新社 673  

「ゆる副業」のはじめかたメルカリ 

 スマホ 1つでスキマ時間に効率的に稼ぐ！ 川崎 さちえ／著 翔泳社 673.3  
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◆◆◆６００ 産業・交通・通信（つづき）◆◆◆ 

すみません素人でも仕事の写真を上手に撮影する方法ってないですか？ 

できればスマホで 矢島 直美／著 インプレス 674.2  

ハイブリッドイベントの教科書 REAL EVENTS×ONLINE EVENTS 

 光畑 真樹／著 クロスメディア・パブリッシング 674.5  

世界一やさしい TikTokマーケティングの教科書 1年生  

ビジネス活用にも最適！ 小里 雄平／著 ソーテック社 675  

株は波動が９割 

 日柄(時間の波動)と値ごろ(価格の波動)がわかればどんな波乱相場も怖くない 

 菅下 清廣／著 実務教育出版 676.3  

ドリフターズとその時代 笹山 敬輔／著 文藝春秋 699.6  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

駒澤大学仏教学部教授が語る仏像鑑賞入門 村松 哲文／著 集英社 718  

６０秒右脳ドローイングで絵が感動的にうまくなる！ 

はじめてのデッサン教室 松原 美那子／著 西東社 725 

あなたにも描ける、本物のように美しい色鉛筆画  

シンプルなテクニックでリアルに描ける 村松 薫／著 日本文芸社 725.5  

EDNE junaida／画 白泉社 726.5  

オリビア・ニュートン・ジョン自伝 信じることをやめないで  

オリビア・ニュートン・ジョン／著  

シンコーミュージック・エンタテイメント 767.8  

動画の文法 トップ・プロが教える「伝わる動画」の作り方  

神井 護／著 技術評論社 778.4  

落語の目利き 広瀬 和生／著 竹書房 779.1  

足よ手よ、僕はまた登る 『ミニヤコンカ奇跡の生還』からの再起 

松田 宏也／著 山と溪谷社 786.1  

新しい登山の教科書「安全に、楽に、登る」登山スキルが“確実に”身につく 

 栗山 祐哉／監修 池田書店 786.1  

花と器の素敵な合わせ方 小川 典子／著 誠文堂新光社 793  

あなたも脱出できる 脱出ゲームのすべて L.E.ホール／著  

グループ SNE 798  
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８００ 語学                                                        

出版＆映像翻訳完全ガイドブック メディア・エンタメを訳そう！ 

 イカロス出版 801.7  

フリースタイル言語学 川原 繁人／著 大和書房 804/ｶ 

漢字の使い分け図鑑 マンガでわかる 円満字 二郎／著 講談社 811.2 

５８パターンで１２００フレーズペラペラ英会話 ネイティブがよく使う順に覚えよう！ 

 デイビッド・セイン／著 主婦の友社 837.8  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

ル・クレジオ、文学と書物への愛を語る ル・クレジオ／著 作品社 904/ﾙ 

絵本のつぎに、なに読もう？ 幼年童話と過ごした日々  

越高 綾乃／著 かもがわ出版 909  

吉村昭の人生作法 仕事の流儀から最期の選択まで  

谷口 桂子／著 中央公論新社 910.2/ﾖ 

猫は髭から眠るもの 堀本 裕樹／編著 幻冬舎 911.3  

小さな家の思想 方丈記を建築で読み解く 長尾 重武／著 文藝春秋 914.4 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

幽霊認証局 赤川 次郎／著 文藝春秋 913.6/ｱｶｶ 

あるじなしとて 天津 佳之／著 PHP研究所 913.6/ｱﾏﾂ 

朽ちゆく庭 伊岡 瞬／著 集英社 913.6/ｲｵｶ 

風を彩る怪物 逸木 裕／著 祥伝社 913.6/ｲﾂｷ 

残された人が編む物語 桂 望実／著 祥伝社 913.6/ｶﾂﾗ 

ナイトシフト 新宿花園裏交番 香納 諒一／著 祥伝社 913.6/ｶﾉｳ 

魔界都市ブルース 17 菊地 秀行／著 祥伝社 913.6/ｷｸﾁ 

コークスが燃えている 櫻木 みわ／著 集英社 913.6/ｻｸﾗ 

ホワイトルーキーズ ２ 佐竹 アキノリ／著 主婦の友インフォス 913.6/ｻﾀｹ 

カレーの時間 寺地 はるな／著 実業之日本社 913.6/ﾃﾗﾁ 

掟上今日子の忍法帖 西尾 維新／著 講談社 913.6/ﾆｼｵ 

うまたん ウマ探偵ルイスの大穴推理 東川 篤哉／著 PHP研究所 913.6/ﾋｶｼ 

さんず suicide support service 降田 天／著 小学館 913.6/ﾌﾙﾀ 

両手にトカレフ ブレイディみかこ／著 ポプラ社 913.6/ﾌﾚｲ 

宙ごはん 町田 そのこ／著 小学館 913.6/ﾏﾁﾀ 

子宝船 きたきた捕物帖 ２ 宮部 みゆき／著 PHP研究所 913.6/ﾐﾔﾍ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

信仰 村田 沙耶香／著 文藝春秋 913.6/ﾑﾗﾀ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

「私」という男の生涯 石原 愼太郎／著 幻冬舎 914.6/ｲｼﾊ 

言葉のおもちゃ箱 伊奈かっぺい綴り方教室  

伊奈 かっぺい／著 本の泉社 914.6/ｲﾅ 

ペガサスの記憶 桐島 洋子／著 小学館 914.6/ｷﾘｼ 

破れ星、流れた 倉本 聰／著 幻冬舎 914.6/ｸﾗﾓ 

捨てることから始まる 「寂庵だより」1997-1987年より  

瀬戸内 寂聴／著 祥伝社 914.6/ｾﾄｳ 

いま君のいる場所だけが、世界のすべてじゃない 副島 淳／著 潮出版社 914.6/ｿｴｼ 

青空そよかぜ深呼吸 気持ちのいい人生の歩き方  

引田 かおり／著 大和書房 914.6/ﾋｷﾀ 

おあげさん 平松 洋子／著 パルコエンタテインメント事業部 914.6/ﾋﾗﾏ 

親が子どもになるころに てんてん、介護問題に直面す。  

細川 貂々／著 創元社 914.6/ﾎｿｶ 

小さいわたし 益田 ミリ／著 ポプラ社 914.6/ﾏｽﾀ 

今日もごきげんよう 松浦 弥太郎／著 マガジンハウス 914.6/ﾏﾂｳ 

美しいってなんだろう？ 矢萩 多聞／著 世界思想社 914.6/ﾔﾊｷ 

私と街たち<ほぼ自伝> 吉本 ばなな／著 河出書房新社 914.6/ﾖｼﾓ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

大丈夫な人 カン ファギル／著 白水社 929.1/ｶ 

Lの運動靴 キム スム／著 アストラハウス 929.1/ｷ 

シャーロック・ホームズのすべて ロジャー・ジョンスン／著  

集英社インターナショナル 930.2/ﾄ 

リリアンと燃える双子の終わらない夏 ケヴィン・ウィルソン／著 集英社 933/ｳ 

レックスが囚われた過去に アビゲイル・ディーン／著 早川書房 933/ﾃ 

エドワードへの手紙 アン・ナポリターノ／著 河出書房新社 933/ﾅ 

『エセー』読解入門 モンテーニュと西洋の精神史 大西 克智／著 講談社 950.2/ﾓ 

天国への電話 ラウラ・今井・メッシーナ／著 早川書房 973/ｲ 

パトリック・ピアース短篇集 パトリック・ピアース／著 未知谷 993.2  

 



13 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

要塞都市アルカのキセキ ２ 蒼月 海里／著 KADOKAWA BN/ｱｵ 

戦闘員、派遣します！ ７ 暁 なつめ／著 KADOKAWA BN/ｱｶ 

名探偵はひとりぼっち 赤川 次郎／著 徳間書店 BN/ｱｶ 

飛雲のごとく あさの あつこ／著 文藝春秋 BN/ｱｻ 

閉店時間 有吉 佐和子／著 河出書房新社 BN/ｱﾘ 

番所医はちきん先生休診録 ３ 井川 香四郎／著 幻冬舎 BN/ｲｶ 

武士の流儀 ７ 稲葉 稔／著 文藝春秋 BN/ｲﾅ 

うつけ屋敷の旗本大家 井原 忠政／著 幻冬舎 BN/ｲﾊ 

お柳、一途 アラミスと呼ばれた女 宇江佐 真理／著 朝日新聞出版 BN/ｳｴ 

仕立屋お竜 岡本 さとる／著 文藝春秋 BN/ｵｶ 

営繕かるかや怪異譚 その２ 小野 不由美／著 KADOKAWA BN/ｵﾉ 

おもいでマシン １話３分の超短編集 梶尾 真治／著 新潮社 BN/ｶｼ 

南町奉行と餓舎髑髏 風野 真知雄／著 文藝春秋 BN/ｶｾ 

小梅のとっちめ灸 金子 成人／著 幻冬舎 BN/ｶﾈ 

雪国 川端 康成／著 新潮社 BN/ｶﾜ 

開運わん市 新・人情料理わん屋 倉阪 鬼一郎／著 実業之日本社 BN/ｸﾗ 

遺跡発掘師は笑わない 15 桑原 水菜／著 KADOKAWA BN/ｸﾜ 

清明 今野 敏／著 新潮社 BN/ｺﾝ 

狂う潮 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

春風同心十手日記 ３ 佐々木 裕一／著 小学館 BN/ｻｻ 

他殺岬 笹沢 左保／著 徳間書店 BN/ｻｻ 

将軍の子 佐藤 巖太郎／著 文藝春秋 BN/ｻﾄ 

魔法科高校の劣等生 Appendix １ 佐島 勤／著 KADOKAWA BN/ｻﾄ 

処女刑事 ８ 沢里 裕二／著 実業之日本社 BN/ｻﾜ 

親王殿下のパティシエール ６ 篠原 悠希／著 角川春樹事務所 BN/ｼﾉ 

猫戯らし 篠 綾子／著 幻冬舎 BN/ｼﾉ 

お勝手のあん ６ 柴田 よしき／著 角川春樹事務所 BN/ｼﾊ 

怪談・すっぽん駕籠 貧乏神あんど福の神 田中 啓文／著 徳間書店 BN/ﾀﾅ 

新・入り婿侍商い帖 １ お波津の婿 千野 隆司／著 KADOKAWA BN/ﾁﾉ 

紺青のわかれ 塚本 邦雄／著 河出書房新社 BN/ﾂｶ 

春風譜 辻堂 魁／著 祥伝社 BN/ﾂｼ 

新・剣客春秋 吠える剣狼 鳥羽 亮／著 幻冬舎 BN/ﾄﾊ 

信長鉄道 ２ 豊田 巧／著 角川春樹事務所 BN/ﾄﾖ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

ハニー・ハンター 内藤 了／著 祥伝社 BN/ﾅｲ 

秘剣の名医 12 蘭方検死医沢村伊織 永井 義男／著 コスミック出版 BN/ﾅｶ 

俺たちは神じゃない 麻布中央病院外科 中山 祐次郎／著 新潮社 BN/ﾅｶ 

臨床の砦 夏川 草介／著 小学館 BN/ﾅﾂ 

さよなら、転生物語 二宮 敦人／著 TOブックス BN/ﾆﾉ 

紀勢本線殺人事件 西村 京太郎／著 文藝春秋 BN/ﾆｼ 

読書の森で寝転んで 葉室 麟／著 文藝春秋 BN/ﾊﾑ 

ミカドの淑女 林 真理子／著 KADOKAWA BN/ﾊﾔ 

江戸っ子出世侍 ７ 早瀬 詠一郎／著 コスミック出版 BN/ﾊﾔ 

相棒は副将軍 呪われた聖女 早見 俊／著 コスミック出版 BN/ﾊﾔ 

神田のっぴき横丁 １ 殿様の家出 氷月 葵／著 二見書房 BN/ﾋｽ 

成功は時間が１０割 百田 尚樹／著 新潮社 BN/ﾋﾔ 

妖魔と下僕の契約条件 ３ 椹野 道流／著 KADOKAWA BN/ﾌｼ 

北町の爺様 １ 隠密廻同心 牧 秀彦／著 二見書房 BN/ﾏｷ 

écriture 新人作家・杉浦李奈の推論 ５ 松岡 圭祐／著 KADOKAWA BN/ﾏﾂ 

ストライク・ザ・ブラッド APPEND ３ 三雲 岳斗／著 KADOKAWA BN/ﾐｸ 

闇断罪 制裁請負人 南 英男／著 祥伝社 BN/ﾐﾅ 

黒武御神火御殿 三島屋変調百物語六之続 宮部 みゆき／著 KADOKAWA BN/ﾐﾔ 

会津武士道 ２ 森 詠／著 二見書房 BN/ﾓﾘ 

別れの季節 諸田 玲子／著 新潮社 BN/ﾓﾛ 

入舟長屋のおみわ ４ 江戸美人捕物帳 山本 巧次／著 幻冬舎 BN/ﾔﾏ 

金田一耕助の冒険 横溝 正史／著 KADOKAWA BN/ﾖｺ 

ぶらり平蔵 ７・８ 吉岡 道夫／著 コスミック出版 BN/ﾖｼ 

北町奉行所前腰掛け茶屋 ４ 吉田 雄亮／著 実業之日本社 BN/ﾖｼ 

断金の交わり 六道 慧／著 徳間書店 BN/ﾘｸ 

さしみ朝膳 和田 はつ子／著 角川春樹事務所 BN/ﾜﾀ 

偽りの捜査線 警察小説アンソロジー 誉田 哲也／著 文藝春秋 BN  

文豪たちが書いた笑う名作短編集 彩図社文芸部／編 彩図社 BN  

未成年 ２ ドストエフスキー／著 光文社 B/ﾄｽ 

街と犬たち バルガス・ジョサ／著 光文社 B/ﾊﾙ 

囚われのスナイパー 上・下 スティーヴン・ハンター／著 扶桑社 B/ﾊﾝ 

グレート・ギャツビー フィツジェラルド／著 KADOKAWA B/ﾌｲ 

オペラ座の怪人 ガストン・ルルー／著 新潮社 B/ﾙﾙ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

イジャルコルの栄光のために H.G.フランシス／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

 

Ｔ 暮らし                                                

気くばりにいいこと超大全 誰からも愛され、信頼される人になる！ 

 西出 ひろ子／著 宝島社 T0  

ごみを出さない気持ちのいい暮らし 楽しく続けるためのマイルール 

 高砂 雅美／ほか著 家の光協会 T0  

実家じまい終わらせました！ 

 大赤字を出した私が専門家とたどり着いた家とお墓のしまい方 

 松本 明子／著 祥伝社 T0  

台所図鑑 キッチンには人生がつまっている大木奈 ハル子／著 大和書房 T0  

無印良品の社員だけが知っている無印良品の「隠れ定番」 

 「心地よい暮らし」プロジェクト／編 KADOKAWA T0  

CHECK＆STRIPE my favorite 私の好きな服 主婦と生活社 T11  

フレンチテイストな子ども服 男の子と女の子の日常着＆おしゃれ 

着 月田 ゆい／著 文化学園文化出版局 T11  

憧れのパイナップル模様とモチーフつなぎのレース 日本ヴォーグ社 T14  

美しいネット模様と方眼模様のレース 日本ヴォーグ社 T14  

かぎ針編み刺しゅう糸で編む昆虫図鑑 アップルミンツ T16  

あそべる！まなべる！フェルトのおままごとと知育おもちゃ アップルミンツ T19  

エスニック料理。屋台飯もスパイスカレーも アベ クミコ／著 成美堂出版 T41  

NHK連続テレビ小説ちむどんどんレシピブック  

オカズデザイン／料理監修 NHK出版 T41  

JA全農広報部さんにきいた世界一おいしい野菜の食べ方  

JA全農広報部／監修 KADOKAWA T41  

『すごい腸活』スープ＆ディッシュ やせる、美肌になる、心が整うと大人気！ 

 Atsushi／著 講談社 T41  

スパイスカレーの教科書 理由がわかればもっと美味しく作れる！ 

 水野 仁輔／監修 ナツメ社 T41  

食べたいから作る！鳥羽周作のとっておきごはん 鳥羽 周作／著 小学館 T41  

地球のかじり方 世界のレシピ BOOK 62 の国と地域の名物料理 89 品を再現！食の歴

史・文化・習慣を学べる雑学コラム付き 

 地球の歩き方編集室／監修 学研プラス T41  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

冷凍食品アレンジ神レシピ大全 123品+∞  

1万食の冷凍食品を食べつくしたプロが考えた！！  

タケムラ ダイ／著 宝島社 T41  

いちじくのお菓子づくり チーズケーキからスコーン、パウンドケーキ、ザッハトルテ、 

ボンボン、アイスクリーム、大福まで 今井 ようこ／著 誠文堂新光社 T46  

ひとりぶんのスパイスお菓子 手軽に 1個から作れる！  

印度カリー子／著 山と溪谷社 T46  

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  

野菜の栄養と食べ方まるわかり BOOK 牧野 直子／著 ワン・パブリッシング T49  

好きな間取りが絶対見つかる図鑑 暮らしを楽しむ！  

園内 せな／著 エクスナレッジ T5  

日本でもできる！「英国の住まい」に暮らす。 主婦の友社／編 主婦の友社 T5  

シャボテン新図鑑 Shabomaniac！／著 日本文芸社 T6  

植物のきもち がんばりすぎないガーデニング 金子 三保子／著 日東書院本社 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  

 

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

永倉新八恋慕剣 新選組最強剣士 日暮 高則／著 コスミック出版 SB5.8  

自治体政策マン苦闘の軌跡 神戸都市経営の思想と戦略  

高寄 昇三／著 公人の友社 SF1  

減価償却資産の耐用年数表 令和４年版  

納税協会連合会編集部／編 納税協会連合会 SH5  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

外資系企業総覧 ２０２２ 東洋経済新報社 R335.4  

日本国勢図会 ２０２２/２３ 日本がわかるデータブック  

矢野恒太記念会／編集 矢野恒太記念会 R351  

気象業務はいま ２０２２ 気象庁／編集 研精堂印刷 R451  

図説日本の風 人々の暮らしと関わる 50の風  

真木 太一／編 朝倉書店 R451.4  
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対面朗読のご案内 

日野市立図書館では、病気や障害のために、文字を読むことが困難な方へ、いろい

ろなサービスを行っています。その一つが対面朗読サービスです。 
 対面朗読というのは、朗読の専門技術を持った図書館登録の音訳者が、利用者の方

のお読みになりたい本などを対面して読み上げるサービスです。お一人１週間に３

時間までご利用いただけます。無料です。予約制となります。 

 中央図書館、高幡図書館の他、オンライン（ZOOM）によりご自宅からも利用で

きます。プライバシーは完全に守られます。詳しくは担当までお問合せください。 

問い合わせ先：障害者サービス担当（電話０４２-５８１－７６１２ 中央図書館内） 

 

  

 『子どもと一緒に覚えたい野鳥の名前』  

山崎宏／監修 2018.7 マイルスタッフ 

  

 みなさんは、近くに見かける野鳥の名前をどれだけ知っていますか？ 私は、あまり

野鳥の名前は知らないのですが、図書館の近くでも春になると軒先に作られたツバメ

の巣から、ひな鳥がお顔を出している姿を見かけると心がほっこりします。 

この本では、身近に見ることのできる野鳥 33 種をきれいな絵や写真とともに、そ

の特徴や見つけ方を紹介しています。その鳥の大きさも、ドングリとの比較で表して

いるので、実際のイメージがつきやすいものとなっています。 

突然ですが、ウグイスって茶色に近いのですね。私は、ずっと緑色に近いと思ってい

ました。 

この本を見て、そんな発見もありました。私は、自然の中で鳥を発見しても、それほ

ど心に留めることがなかったのですが、事前にその野鳥を知ることで、日々の生活の

中でふと見かけた野鳥に今よりずっと興味を持ち、「心がほっこりする」瞬間が増えま

した。（K） 

 

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 
★８月 10 日(水)  

15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生(5 名) 

8 月 25 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

高幡図書館 ★８月３日(水)  

15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生(6 名) 

日野図書館 ★８月 1７日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

多摩平図書館 

★８月１８日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

8 月２4 日(水) 
15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生(６名) 

平山図書館 8 月 18 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

百草図書館 ★８月 1７日(水) 

15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生(5 名) 

 
小学生向けおはなし会は申込み制です！ 

 
 夏休みおはなし会は 7 月 7 日（木）から、通常回は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。 

★は夏休みおはなし会です！ 

小学生は要予約制で申し込み必要です！ 
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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 8 月 9 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：00～11：00 石田環境プラザ 石田 1-13-4 
4 日 

 

18 日 

1 日 

 

15 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 

5 日 

 

19 日  

2 日 

 

16 日 11：00～11：25 新坂下公園 新町 3-18-7 

11：35～12：00 大坂西公園（注※） 大坂上 1-14-4 2日 

14：00～14：25 栄町二丁目アパート 栄町 2-25 
2 日 

 

16 日 

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） 

10 日 

24 日 

14 日 

28 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：10～10：40 新井わかたけ公園 石田 270 

25 日  

8 日 

 

22 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 

12 日 

 

26 日  

9 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 ８月・9 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」は特別巡回。再開は未定です。決まり次第、お知らせ致します。 


