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中央・高幡・日野・ 

多摩平・平山・百草（月曜日） 
3日、17日、24日、31日 

市政図書室（日曜日・祝日） 2日、9日、10日、16日、23日、30 日 

 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

２０２２年１０月号 

№278 
 

★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。 

10月１0日 
祝日開館 

市政図書室は除きます 10 月の休館日 

秋
の
夜
長
に
。 本、沢山あります。 
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＊感染防止のため変更・中止になる場合があります。 
＊当日、体調が優れない場合は参加をお控えください。 
＊マスクの着用・手指消毒・検温をお願いします。 
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図書館に入った新しい本 
７月 27日から 8月 25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                                       

頭の良い人がやっている「調べ方」究極のコツ 

仕事も人生もうまくいく！大人の探究学習 齋藤 孝／著 学研プラス 002  

あなたのなつかしい一冊 池澤 夏樹／編 毎日新聞出版 019  

歴史の本棚 加藤 陽子／著 毎日新聞出版 019  

難しい本を読むためには 山口 尚／著 筑摩書房 019.1  

SNS別最新著作権入門 

 「これって違法！？」の心配が消える ITリテラシーを高める基礎知識  

井上 拓／著 誠文堂新光社 021.2  

文にあたる 牟田 都子／著 亜紀書房 021.4  

学問と裁判 裁判所・都立大・早稲田大の倫理を問う  

原 朗／編著 同時代社 021.5  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

<世界史>の哲学 ２ 大澤 真幸／著 講談社 102  

思想史講義 大正篇 山口 輝臣／編 筑摩書房 121  

西田幾多郎『善の研究』を読む 藤田 正勝／著 筑摩書房 121.9  

「推し」の科学 プロジェクション・サイエンスとは何か  

久保(川合)南海子／著 集英社 141.5  

１ステップで気分があがる↑気持ちのきりかえ事典  

大野 萌子／著 扶桑社 141.6  

一生使える！プロカウンセラーの自己肯定感の基本  

古宮 昇／著 総合法令出版 146.8  

恐い間取り ３ 事故物件怪談 松原 タニシ／著 二見書房 147  

心のふたを開ける 青木 仁志／著 アチーブメント出版 159  

「捨てる」思考法 結果を出す 81の教え 出口 治明／著 毎日新聞出版 159  

 

NEW 
A R R I V A L 
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◆◆◆１００ 哲学・心理学・宗教（つづき）◆◆◆ 

成長の技法 成長を止める七つの壁、壁を越える七つの技法 

 田坂 広志／著 PHP研究所 159  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

世界の偉大な日記図鑑 グレート・ダイヤリーズ DK社／編著 東京美術 209  

神風頼み 根拠なき楽観論に支配された歴史 秦野 裕介／著 柏書房 210.4/ﾊ 

古墳図鑑 訪れやすい全国の古墳 300 青木 敬／著 日本文芸社 212  

探究弥生文化 上 学説はどう変わってきたか 浜田 晋介／著 雄山閣 212  

もう一つの平泉 奥州藤原氏第二の都市・比爪  

羽柴 直人／著 吉川弘文館 213.7  

源頼朝と鎌倉幕府 上杉 和彦／著 吉川弘文館 214.2  

大名左遷 岡崎 守恭／著 文藝春秋 215  

歴史イラストでわかる幕末の日本と武士   

スイス外交官らが写しとった開国の時代 大津樹／編 IBCパブリッシング 215.8  

文藝春秋が見た戦争と日本人 保阪 正康／編 文藝春秋 217  

事典太平洋戦争と子どもたち 浅井 春夫／編 吉川弘文館 217.5  

ぼくらの戦争なんだぜ 高橋 源一郎／著 朝日新聞出版 217.5  

転生 満州国皇帝・愛新覚羅家と天皇家の昭和 牧 久／著 小学館 222.5  

韓国軍はベトナムで何をしたか 村山 康文／著 小学館 223.1  

江戸の庶民から武士まで２００年家系図をつくる本  

大きな字でよくわかる 橋本 雅幸／著 旬報社 288.2  

世界史を変えた独裁者たちの食卓 上・下  

クリスティアン・ルドー／著 原書房 289  

我が人生 ミハイル・ゴルバチョフ自伝  

ミハイル・ゴルバチョフ／著 東京堂出版 289.8/ｺ 

おとなの青春１８きっぷの旅 至高の列車紀行 宝島社 291  

日本ご当地アイス大全 昔から地元で大人気！！名物アイス超満載！ 

 アイスマン福留／著 辰巳出版 291  

温泉やど関東・甲信越 [2022] 昭文社 291  

旅に出たくなる地図 日本 帝国書院／著 帝国書院 291  

道の駅完全ガイドブック 2022-23 最新版 コスミック出版 291  

るるぶエヴァンゲリオン JTBパブリッシング 291  

おとなの旅と宿 [2022] 伊豆・箱根・富士山 昭文社 291  



5 

 

◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

千葉の教科書 JTBパブリッシング 291.35  

地形と地理でわかる京都の謎 カラー版 青木 康／著 宝島社 291.62  

越境する出雲学 浮かび上がるもうひとつの日本  

岡本 雅享／著 筑摩書房 291.73  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

ウクライナ戦記 不肖・宮嶋最後の戦場 宮嶋 茂樹／著 文藝春秋 302.38  

忘却にあらがう 平成から令和へ 東 浩紀／著 朝日新聞出版 304/ｱ 

今すぐ格差を是正せよ！ ベン・フィリップス／著 筑摩書房 309  

左傾化する SDGs先進国ドイツで今、何が起こっているか  

       川口マーン惠美／著 ビジネス社 312.34 

図解よくわかる地方議会のしくみ 武田 正孝／著 学陽書房 318.4  

韓国の変化日本の選択 外交官が見た日韓のズレ  

道上 尚史／著 筑摩書房 319.1  

北朝鮮とイラン 福原 裕二／著 集英社 319.21  

ウクライナ戦争と世界のゆくえ 池内 恵／著 東京大学出版会 319.38  

いちばんわかりやすい相続・贈与の本 '22ー'23年版  

曽根 恵子／著 成美堂出版 324.7  

経済学の壁 教科書の「前提」を問う 前田 裕之／著 白水社 331  

✕デイ到来 資産はこう守れ！ 藤巻 健史／著 幻冬舎 332.1  

世界大異変 現実を直視し、どう行動するか  

ジム・ロジャーズ／著 東洋経済新報社 333.6  

地図とデータで見る資源の世界ハンドブック  

ベルナデット・メレンヌ＝シュマケル／著 原書房 334.7  

人生をひらく 困難に打ち勝つための原理原則 50  

永守 重信／著 PHP研究所 335.1  

図解！業界地図 ２０２３年版  

ビジネスリサーチ・ジャパン／著 プレジデント社 335.2  

ITの仕事に就いたら「最低限」知っておきたい DXの常識  

クラウド、AI Web3.0、IoTなど基本キーワードから読み解く！ 

 イノウ／著 ソシム 336.1  

「プラン B」の教科書 尾崎 弘之／著 集英社インターナショナル 336.1  

事業開発一気通貫 成功への 3×3ステップ 秦 充洋／著 日経 BP 336.1  



6 

 

◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

決算書の基本と読み解き方 儲かる会社にはパターンがある！ 

足立 武志／監修 ナツメ社 336.8  

はじめてでもわかる簿記と経理の仕事 '22ー'23年版  

渋田 貴正／著 成美堂出版 336.9  

未来のお金の稼ぎ方 お金が増えれば人生は変わる  

児玉 隆洋／著 幻冬舎 338  

わかりやすい相続税・贈与税と相続対策 '22ー'23年版  

加藤 厚／監修 成美堂出版 345.5  

コミュ力アップの法則 人づき合いがスーッと楽になる！  

木村 好珠／著 法研 361.4  

現代メディア哲学 複製技術論からヴァーチャルリアリティへ 

 山口 裕之／著 講談社 361.5  

これならわかる<スッキリ図解>障害年金 松山 純子／著 翔泳社 364.6  

都会を出て田舎で０円生活はじめました  

田村 余一／著 サンクチュアリ出版 365  

どうして男はそうなんだろうか会議  

いろいろ語り合って見えてきた「これからの男」のこと 

 澁谷 知美／編 筑摩書房 367  

思春期のトリセツ 黒川 伊保子／著 小学館 367.3  

差別は思いやりでは解決しない ジェンダーや LGBTQから考える 

 神谷 悠一／著 集英社 367.6  

９０歳になっても、楽しく生きる 樋口 恵子／著 大和書房 367.9  

しゃべらなくても楽しい！シニアの若返り健康体操５０  

斎藤 道雄／著 黎明書房 367.9  

７１歳、年金月５万円、あるもので工夫する楽しい節約生活  

紫苑／著 大和書房 367.9  

いちからわかる！定年前後のお金と手続き 

2022-2023年最新版 得する働き方・暮らし方ガイド 

 福地 健／監修 インプレス 367.9  

「認知症の人」への接し方のきほん 

 あなたの家族に最適な方法が見つかる！「場面別」かかわり方のポイント  

矢吹 知之／著 翔泳社 367.9  

M資金 欲望の地下資産 藤原 良／著 太田出版 368.6  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

「ヤングケアラー」とは誰か 家族を“気づかう”子どもたちの孤立 

 村上 靖彦／著 朝日新聞出版 369  

あのデイサービスには、なぜ人が集まるのか 

 15法人に学ぶ「超」人気施設のつくり方 糠谷 和弘／編著 PHP研究所 369.2  

障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本  

ダウン症の娘をもつ「相続のプロ」が明かす財産管理のしくみ  

鹿内 幸四朗／著 大和出版 369.2  

家族に「イヤなこと」をされているあなたにお願い 

今すぐこの本を持って保健室に行こう 獅城 けい／著 高文研 369.4  

不登校でも学べる 学校に行きたくないと言えたとき  

おおた としまさ／著 集英社 371.4  

生活科学部・家政学部 中高生のための学部選びガイド  

木村 由香里／著 ぺりかん社 376.8  

自治体と大学 少子化時代の生き残り策 田村 秀／著 筑摩書房 377.1  

独学の教室 読書猿／著 集英社インターナショナル 379.7  

葬儀！ ジュリエット・カズ／著 柏書房 385.6  

怖い家 伝承、怪談、ホラーの中の家の神話学 沖田 瑞穂／著 原書房 388  

防衛大学校 知られざる学び舎の実像 國分 良成／著 中央公論新社 390.7  

サイバー戦争終末のシナリオ 上・下  

ニコール・パーロース／著 早川書房 391.6  

戦士の遺書 太平洋戦争に散った勇者たちの叫び  

半藤 一利／著 文藝春秋 392.1  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

統計 データの分析力が身につく  

ニュートン編集部／編著 ニュートンプレス 417  

確率 おきうる未来を予測する  

ニュートン編集部／編著 ニュートンプレス 417.1  

世界の見方が変わる元素の話 ティム・ジェイムズ／著 草思社 431.1  

天変地異の地球学 巨大地震、異常気象から大量絶滅まで 

 藤岡 換太郎／著 講談社 450  

日本の自然風景ワンダーランド 地形・地質・植生の謎を解く 

 小泉 武栄／著 ベレ出版 450.91  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

お天気ハンター、異常気象を追う 森 さやか／著 文藝春秋 451  

神秘的で美しい石図鑑 須田 布由香／著 ナツメ社 459  

直立二足歩行の人類史 人間を生き残らせた出来の悪い足 

 ジェレミー・デシルヴァ／著 文藝春秋 469.2  

雑草の文化誌 ニーナ・エドワーズ／著 原書房 470.3  

へんてこな生き物 カラー版 川端 裕人／著 中央公論新社 480.4/ｶ 

動物のペニスから学ぶ人生の教訓  

エミリー・ウィリンガム／著 作品社 481.3  

激写！身近な虫のディープな世界 公園で出会える昆虫 44種 

 石井 誠／著 築地書館 486  

昆虫館はスゴイ！ ２ 昆虫館スタッフの内緒話  

全国昆虫施設連絡協議会／著 repicbook 486  

ゴキブリハンドブック 柳澤 静磨／著 文一総合出版 486.4  

タモ網１本ではじめられる魚とり 実践テクニックと生き物図鑑 

 仲 義輝／著 山と溪谷社 487.5  

死にゆくあなたへ   緩和ケア医が教える生き方・死に方・看取り方 

 アナ・アランチス／著 飛鳥新社 490.1  

どうせ死ぬなら自宅がいい 自然にまかせたがんばらない理想的な最期の迎え方 

 近藤 誠／著 エクスナレッジ 490.1  

オンライン脳 東北大学の緊急実験からわかった危険な大問題 

 川島 隆太／著 アスコム 491.3  

世界最先端の研究が教えるすごい脳科学  

坂上 雅道／監修 総合法令出版 491.3  

ウンコの教室 環境と社会の未来を考える 湯澤 規子／著 筑摩書房 491.34  

最小にして人類最大の宿敵 病原体の世界 歴史をも動かすミクロの攻防 

 旦部 幸博／著 講談社 491.7  

肝臓こそすべて ダイエットも健康も 尾形 哲／著 新星出版社 493.4  

精神科医の本音 患者の前で言えない本当のこと  

益田 裕介／著 SBクリエイティブ 493.7  

ペスト 埋葬地から第二のパンデミックを再検討する  

キャロリーヌ・コステドア／著 白水社 493.8  

感覚過敏の僕が感じる世界 加藤 路瑛／著 日本実業出版社 493.93  

日本の中絶 塚原 久美／著 筑摩書房 498.2  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

呼吸と姿勢を整える マガジンハウス 498.34  

運動しなくても生活習慣病が改善する食物繊維の賢い食べ方 

 松生 恒夫／監修 ガイドワークス 498.5  

朝食にパンを食べるな 10万人の胃腸を診た専門医が教える！！長生き食事術 

 福島 正嗣／著 プレジデント社 498.5  

血糖値、血圧が下がった！速やせた！ゴーヤ活用大全  

ヘモグロビン A1cが 11.9 ▷5.2%、血糖値が 324 ▷90ミリに完全正常化！ 

 マキノ出版 498.58  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

快適なトイレ 便利・清潔・安心して滞在できる空間  

日本トイレ協会／編 柏書房 518.5  

水俣病闘争史 米本 浩二／著 河出書房新社 519.7  

自動車のしくみパーフェクト事典 知っておきたい基本構造から最新技術まで 

 古川 修／監修 ナツメ社 537  

ドローンのつくり方・飛ばし方  構造、原理から製作・カスタマイズまで 

 野波 健蔵／共著 オーム社 538.6  

原発再稼働 葬られた過酷事故の教訓 日野 行介／著 集英社 543.4  

Webサイト管理のきほん 業務と技術の知識が身につく  

谷口 元紀／著 技術評論社 547.4  

AI新世 人工知能と人類の行方 小林 亮太／著 文藝春秋 548.1  

IT弁護士さん、YouTubeの法律と規約について教えてください 

 YouTuberが並ぶ法律相談所 河瀬 季／著 祥伝社 548.3  

メタバースビジネス覇権戦争 新 清士／著 NHK出版 548.3  

最新 Web３とメタバースがよーくわかる本  

トークンエコノミーが拓く次世代 Webの世界 長橋 賢吾／著 秀和システム 548.3  

Python１年生 体験してわかる！会話でまなべる！プログラミングのしくみ 

 森 巧尚／著 翔泳社 548.5  

今すぐ使えるかんたんぜったいデキます！パソコン超入門 Windows １１対応版 

 井上 香緒里／著 技術評論社 548.7  

USB メモリー徹底活用技 Windows 11/10対応版  

オンサイト／著 技術評論社 548.7  

パワーエレクトロニクス カラー徹底図解 赤津 観／監修 ナツメ社 549  
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６００ 産業・交通・通信                                                                                         

ひとかけらの木片が教えてくれること 木材×科学×歴史  

田鶴 寿弥子／著 淡交社 657.2  

個人事業のはじめ方がすぐわかる本 '22－'23年版  

開業手順から事業計画の立て方各種書類の記載方法まで  

ヒューマン・プライム／著 成美堂出版 673  

はじめてのマーケティング 久保田 進彦／著 有斐閣 675  

７日でマスター株がおもしろいくらいわかる本  

梶田 洋平／著 ソーテック社 676.3  

ビンテージバスに会いたい！  

営業車両から博物館資料まで、全国保存バスコレクション 

 加藤 佳一／著 天夢人 685.5  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

地球に描こう！GPSアート Yassan／著 技術評論社 704/ﾔ 

パースと背景画 CGのプロに学ぶ！ エクスナレッジ 725.2  

鬼滅の社会学 家族愛・武士道から<俠の精神>の復権まで  

井上 芳保／著 筑摩書房 726.1  

かこさとし科学絵本の世界 藤嶋 昭／著 学研プラス 726.5  

旅のネコと神社のクスノキ 池澤 夏樹／文 スイッチ・パブリッシング 726.5  

素敵な空が見えるよ、明日もきっと 葉っぱ切り絵絵本  

リト@葉っぱ切り絵／著 講談社 726.9  

岡村昭彦を探して ベトナム戦争を報じた国際報道写真家の光と影 

 松本 直子／著 紀伊國屋書店 740.28/ｵ 

金継ぎの技法書 基礎から、色漆の活用、見立て、仕上げのテクニックまで 

 工藤 かおる／著 誠文堂新光社 752  

nanahoshiの旅するおりがみ Europe ヨーロッパモチーフのかわいいおりがみ 53  

たかはし なな／著 主婦の友社 754.9  

旅に唄あり 岡本 おさみ／著 山陰中央新報社 767.8  

バドミントンの歴史 スポーツの国際化・グローバル化の軌跡 

 鵤木 千加子／著 大修館書店 783.5  

海釣り仕掛け集 ウキ釣り編 オールカラー図解 主婦の友社 787.1  
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８００ 語学                                                        

翻訳はめぐる 金原 瑞人／著 春陽堂書店 801.7  

ふしぎなことばことばのふしぎ ことばってナァニ？  

池上 嘉彦／著 筑摩書房 804/ｲ 

品格語辞典 関根 健一／監修 大修館書店 813.5  

大学生のためのレポートの書き方  課題に応える卒論に活かせる 

 佐渡島 紗織／著 ナツメ社 816.5  

推し英語入門 “NO OSHI NO LIFE” 藤代 あゆみ／著 アルク 837.8  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

鶴見俊輔、詩を語る 鶴見 俊輔／著 作品社 901.1  

ワンダーランドに卒業はない 中島 京子／著 世界思想社 909  

無垢の歌 大江健三郎と子供たちの物語  

野崎 歓／著 生きのびるブックス 910.2/ｵ 

父の最期を看取った日々 高橋 奈里／著 青志社 910.2/ﾀ 

文豪ナビ松本清張 人間の果てなき闇を追い続けて。  

新潮文庫／編 新潮社 910.2/ﾏ 

私の文学史 なぜ俺はこんな人間になったのか？  

町田 康／著 NHK出版 910.2/ﾏ 

明治文学の彩り 口絵・挿絵の世界 日本近代文学館／編 春陽堂書店 910.26  

夏井いつきの「今日から一句」 夏井 いつき／著 第三文明社 911.3  

瓢簞から人生 夏井 いつき／著 小学館 911.3/ﾅ 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

居酒屋ぼったくり おかわり！３ 秋川 滝美／著 アルファポリス 913.6/ｱｷｶ 

終活中毒 秋吉 理香子／著 実業之日本社 913.6/ｱｷﾖ 

夜の道標 芦沢 央／著 中央公論新社 913.6/ｱｼｻ 

京都・化野殺人怪路 梓 林太郎／著 実業之日本社 913.6/ｱｽｻ 

拝啓交換殺人の候 天祢 涼／著 実業之日本社 913.6/ｱﾏﾈ 

小説映画さかなのこ さかなクン／原作 講談社 913.6/ｱﾘｻ 

祈りも涙も忘れていた 伊兼 源太郎／著 早川書房 913.6/ｲｶﾈ 

サイレント・ウィッチ ４ 沈黙の魔女の隠しごと  

依空 まつり／著 KADOKAWA 913.6/ｲｿﾗ 

祝祭の子 逸木 裕／著 双葉社 913.6/ｲﾂｷ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

レペゼン母 宇野 碧／著 講談社 913.6/ｳﾉ 

本好きの下剋上 ５部[９] 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 

サバカン SABAKAN 金沢 知樹／著 文藝春秋 913.6/ｶﾅｻ 

グッバイ・クルエル・ワールド 高田 亮／脚本 リトルモア 913.6/ｸﾛｽ 

裂けた明日 佐々木 譲／著 新潮社 913.6/ｻｻｷ 

遠い指先が触れて 島口 大樹／著 講談社 913.6/ｼﾏｸ 

誕生日の雨傘 柊子／著 文藝春秋 913.6/ｼﾕｳ 

音楽が鳴りやんだら 高橋 弘希／著 文藝春秋 913.6/ﾀｶﾊ 

愛という名の切り札 谷川 直子／著 朝日新聞出版 913.6/ﾀﾆｶ 

祈りのカルテ ２ 知念 実希人／著 KADOKAWA 913.6/ﾁﾈﾝ 

武漢コンフィデンシャル 手嶋 龍一／著 小学館 913.6/ﾃｼﾏ 

汝、星のごとく 凪良 ゆう／著 講談社 913.6/ﾅｷﾗ 

屋久島トワイライト 樋口 明雄／著 山と溪谷社 913.6/ﾋｸﾁ 

残照 本城 雅人／著 文藝春秋 913.6/ﾎﾝｼ 

あの子と Q 万城目 学／著 新潮社 913.6/ﾏｷﾒ 

ウクライナにいたら戦争が始まった 松岡 圭祐／著 KADOKAWA 913.6/ﾏﾂｵ 

クリ粥 山本 一力／著 祥伝社 913.6/ﾔﾏﾓ 

わがままな選択 横山 拓也／著 河出書房新社 913.6/ﾖｺﾔ 

流れる星をつかまえに 吉川 トリコ／著 ポプラ社 913.6/ﾖｼｶ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

そして誰もゆとらなくなった 朝井 リョウ／著 文藝春秋 914.6/ｱｻｲ 

ベニシアと正 ２ ベニシア・スタンリー・スミス／著 風土社 914.6/ｶｼﾔ 

鴻上尚史のなにがなんでもほがらか人生相談  

息苦しい「世間」を楽に生きる処方箋 鴻上 尚史／著 朝日新聞出版 914.6/ｺｳｶ 

一生のお願い 高橋 久美子／著 筑摩書房 914.6/ﾀｶﾊ 

生きる 命の尊厳を求めて 林 桂子／著 毎日新聞出版 914.6/ﾊﾔｼ 

怪談未満 三好 愛／著 柏書房 914.6/ﾐﾖｼ 

マヤコ一〇一歳 元気な心とからだを保つコツ 室井 摩耶子／著 小学館 914.6/ﾑﾛｲ 

透明な膜を隔てながら 李 琴峰／著 早川書房 914.6/ﾘ 

ベスト・エッセイ ２０２２ 日本文藝家協会／編 光村図書出版 914.6 
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９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

ひこうき雲 キム エラン／著 亜紀書房 929.1/ｷ 

地球でハナだけ チョン セラン／著 亜紀書房 929.1/ﾁ 

パワー・ポリティクス マーガレット・アトウッド／著 彩流社 931/ｱ 

終わらない週末 ルマーン・アラム／著 早川書房 933/ｱ 

われら闇より天を見る クリス・ウィタカー／著 早川書房 933/ｳ 

その少年は語れない ベン・H.ウィンタース／著 早川書房 933/ｳ 

マーロー殺人クラブ ロバート・ソログッド／著 アストラハウス 933/ｿ 

ようこそウェストエンドの悲喜劇へ パメラ・ブランチ／著 論創社 933/ﾌ 

アイダホ エミリー・ラスコヴィッチ／著 白水社 933/ﾗ 

刑期なき殺人犯 司法精神病院の「塀の中」で  

ミキータ・ブロットマン／著 亜紀書房 934/ﾌ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

終電の神様 ４ 阿川 大樹／著 実業之日本社 BN/ｱｶ 

ソロキャン！ 秋川 滝美／著 朝日新聞出版 BN/ｱｷ 

落花狼藉 朝井 まかて／著 双葉社 BN/ｱｻ 

人間じゃない 綾辻 行人／著 講談社 BN/ｱﾔ 

死のある風景 鮎川 哲也／著 光文社 BN/ｱﾕ 

箸もてば 石田 千／著 筑摩書房 BN/ｲｼ 

Rのつく月には気をつけよう ２ 石持 浅海／著 祥伝社 BN/ｲｼ 

浪人奉行 １３ノ巻 稲葉 稔／著 双葉社 BN/ｲﾅ 

内憂 上田 秀人／著 光文社 BN/ｳｴ 

風と行く者 守り人外伝 上橋 菜穂子／著 新潮社 BN/ｳｴ 

罷免家老世直し帖 ４ 瓜生 颯太／著 二見書房 BN/ｳﾘ 

偽悪病患者 大下 宇陀児／著 東京創元社 BN/ｵｵ 

珈琲店タレーランの事件簿 ８ 岡崎 琢磨／著 宝島社 BN/ｵｶ 

果し合い 岡本 さとる／著 光文社 BN/ｵｶ 

汝薫るが如し 上・下 門田 泰明／著 祥伝社 BN/ｶﾄ 

雪の夜のあと 北原 亞以子／著 朝日新聞出版 BN/ｷﾀ 

継ぐのは誰か？/ヴォミーサ 小松 左京／著 徳間書店 BN/ｺﾏ 

帝都争乱 サーベル警視庁 ２ 今野 敏／著 角川春樹事務所 BN/ｺﾝ 

芥子の花 金春屋ゴメス 西條 奈加／著 新潮社 BN/ｻｲ 

御留山 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

入婿 坂岡 真／著 光文社 BN/ｻｶ 

新・浪人若さま新見左近 １１ 佐々木 裕一／著 双葉社 BN/ｻｻ 

求婚の密室 笹沢 左保／著 徳間書店 BN/ｻｻ 

キグナスの乙女たち ４ 新・魔法科高校の劣等生 佐島 勤／著 KADOKAWA BN/ｻﾄ 

だめ母さん 鬼千世先生と子どもたち 澤見 彰／著 祥伝社 BN/ｻﾜ 

日照雨 志川 節子／著 新潮社 BN/ｼｶ 

江戸寺子屋薫風庵 篠 綾子／著 小学館 BN/ｼﾉ 

かどわかし 芝村 凉也／著 双葉社 BN/ｼﾊ 

魔王学院の不適合者 １２上 

 史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う 秋／著 KADOKAWA BN/ｼﾕ 

祈ること 瀬戸内 寂聴／著 河出書房新社 BN/ｾﾄ 

あきない世傳金と銀 １３ 高田 郁／著 角川春樹事務所 BN/ﾀｶ 

ちびねこ亭の思い出ごはん ５ 高橋 由太／著 光文社 BN/ﾀｶ 

鯖猫長屋ふしぎ草紙 １０ 田牧 大和／著 PHP研究所 BN/ﾀﾏ 

藩主の座 千野 隆司／著 双葉社 BN/ﾁﾉ 

誘拐作戦 都筑 道夫／著 徳間書店 BN/ﾂｽ 

誤ちの絆 警視庁総合支援課 堂場 瞬一／著 講談社 BN/ﾄｳ 

出張料理みなづき 情熱のポモドーロ 十三 湊／著 幻冬舎 BN/ﾄｻ 

呪街 内藤 了／著 講談社 BN/ﾅｲ 

Cocoon 京都・不死篇２ 夏原 エヰジ／著 講談社 BN/ﾅﾂ 

ケーキ王子の名推理 ６ 七月 隆文／著 新潮社 BN/ﾅﾅ 

狼と羊皮紙 ８ 新説狼と香辛料 支倉 凍砂／著 KADOKAWA BN/ﾊｾ 

観相同心早瀬菊之丞 早見 俊／著 徳間書店 BN/ﾊﾔ 

薬屋のひとりごと １２ 日向 夏／著 主婦の友インフォス BN/ﾋﾕ 

レミは生きている 平野 威馬雄／著 筑摩書房 BN/ﾋﾗ 

俠飯 ８ 福澤 徹三／著 文藝春秋 BN/ﾌｸ 

知られざる敵 藤 水名子／著 二見書房 BN/ﾌｼ 

朴念仁 藤井 邦夫／著 文藝春秋 BN/ﾌｼ 

エロマンガ先生 13 伏見 つかさ／著 KADOKAWA BN/ﾌｼ 

なぜ「星図」が開いていたか 松本 清張／著 新潮社 BN/ﾏﾂ 

サファイア 湊 かなえ／著 角川春樹事務所 BN/ﾐﾅ 

裏工作 南 英男／著 祥伝社 BN/ﾐﾅ 

ふたりの道 宮本 紀子／著 角川春樹事務所 BN/ﾐﾔ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

死桜 矢月 秀作／著 祥伝社 BN/ﾔｽ 

姫さま純情剣 野ざらし道中 山手 樹一郎／著 コスミック出版 BN/ﾔﾏ 

ぶらり平蔵 ９・10 吉岡 道夫／著 コスミック出版 BN/ﾖｼ 

気づきの先へ 吉本 ばなな／著 幻冬舎 BN/ﾖｼ 

花人始末 ３ 和田 はつ子／著 幻冬舎 BN/ﾜﾀ 

死屍の導 渡辺 裕之／著 光文社 BN/ﾜﾀ 

ギャンブラーが多すぎる ドナルド・E.ウェストレイク／著 新潮社 B/ｳｴ 

奪還 上・下 リー・チャイルド／著 講談社 B/ﾁﾔ 

アポロ１８号の殺人 上・下 クリス・ハドフィールド／著 早川書房 B/ﾊﾄ 

毛皮を着たヴィーナス ザッハー＝マゾッホ／著 光文社 B/ﾏｿ 

アウトサイダー H.P.ラヴクラフト／著 新潮社 B/ﾗｳ 

マーダー・ミステリ・ブッククラブ C.A.ラーマー／著 東京創元社 B/ﾗﾏ 

魔術師の匣 上・下 カミラ・レックバリ／著 文藝春秋 B/ﾚﾂ 

イジャルコル最後の戦い クルト・マール／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

潜入捜査官ブル ベルト・フェルトホフ／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

 

Ｔ 暮らし                                                

１３歳からの家事のきほん４６ アントラム栢木利美／著 赤ちゃんとママ社 T0  

人生もっともっと楽しまなくちゃ 

 振り向かない、ためない 迷わない、無駄にしない 中尾 ミエ／著 宝島社 T0  

手作りしたいキッズのへんしん服 ブティック社 T11  

カラーを楽しむリフ編みこもの ふんわりかわいいかぎ針編み 

 アップルミンツ T13  

ソノモノで編む棒針ウェアとこもの アップルミンツ T13  

いっしょにあそぼうフェルトでつくるおままごと  

１Flower*綾子／著 日本ヴォーグ社 T19  

ミシンでダダダ…！余ったハギレでなに作る？  

布合わせが楽しいデザイン 57点！ ブティック社 T19  

いちばんよくわかる！カメの飼い方・暮らし方  

だっくす小峰／著 成美堂出版 T3  

岩合光昭の日本ねこ歩き 岩合光昭の世界ネコ歩き  

岩合 光昭／著 クレヴィス T3  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

サステナブルな自炊生活 小さな工夫で捨てずに楽しむ  

しらいし やすこ／著 朝日新聞出版 T41  

「酢」のレシピ なくてはならない調味料 有元 葉子／著 東京書籍 T41  

酸っぱくないお酢料理レモン料理 毎日食べてきれいになる 

 藤井 恵／著 家の光協会 T41  

食べるお茶のススメ 緑茶葉パワーで健康に！  

梁川 正／編著 クリエイツかもがわ T41  

74歳、横山タカ子の体にいいごはん   ラクに作れる献立とおかず 

 横山 タカ子／著 家の光協会 T41  

ハロウィーンの料理帳 魔女と吸血鬼のちょっと不気味な 30のレシピ 

 ヴァンサン・アミエル／著 原書房 T41  

らくしてレンチン豚こま＆鶏むねおいしく節約レシピ 

 ほぼ 10分でがっつり肉おかず！ 島本 美由紀／著 コスミック出版 T41  

おうち台湾菜 沼口 ゆき／著 主婦の友社 T41  

日本の行事と行事ごはん 食べることは生きること  

大瀬 由生子／著 カナリアコミュニケーションズ T42  

天然生活の家仕事ごよみ 扶桑社 T43  

築３０年経っても満足が続く家づくり  

加藤 秀樹／著 クロスメディア・パブリッシング T5  

「中古住宅+リノベーション」を賢くお得に買うための住宅ローンとお金の話 

 美馬 功之介／著 同文舘出版 T5  

間取りのレシピ１００ リノベで暮らしを変える  

小谷 和也／著 エクスナレッジ T5  

観葉植物ビカクシダ 杉山 拓巳／著 NHK出版 T6  

リメイク＆リユースでかわいく作る多肉植物の寄せ植え  

平野 純子／著 主婦の友社 T6  

家庭菜園の新病害虫対策  

化学肥料や農薬に頼らない野菜づくり ブティック社 T6  

 

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

ケースで学ぶ議会・議員対応のきほん  こうしておさえる自治体政策実現の勘所 

 現代都市政策研究会／編 公職研 SJ0  

介護保険六法 令和４年版１・２ 中央法規出版 SQ1  
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『 銀河の片隅で科学夜話  

物理学者が語る、すばらしく不思議で美しいこの世界の小さな驚異 』  

 全卓樹／著  朝日出版社 2020.2 
 

普段読む本の多くが純文学やエッセイ。学生時代からずっと文系だった私がこの

本を手に取ったのは、単純にタイトルと装幀の美しさに惹かれたからだ。 

「科学系だし難しいかな？」と警戒しつつ読み始めると、最近の研究を紐解きなが

らこの世界の「不思議」をやさしく紹介していて、思いのほか馴染みやすい。難解な

数式もほとんどない。時に古今東西の文学作品の一節を引用し語る文章も、詩情豊か

で魅力的だ。 

「天空編」「原子編」など多様なテーマの中で特に「生命編」が印象的だった。高

度に組織化された社会で生活するアリの話。カナダからメキシコまでを四世代かけ

て往復するモナーク蝶の話…。 

新たな知識を得て視野を少し広げるだけで、この世界はおもしろいことで満ち溢

れているのだ、と静かな興奮を感じた一冊。秋の夜長の読書にいかがでしょうか。

（M） 

 

◆◆◆日野市や地域・行政に関する資料（つづき）◆◆◆ 

生活保護手帳 ２０２２年度版 中央法規出版 SQ2  

認定こども園運営ハンドブック 令和 4年版  

中央法規出版編集部／編集 中央法規出版 SQ3  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

戦後沖縄生活史事典 １９４５-１９７２ 川平 成雄／編 吉川弘文館 R291.99  

歴代内閣・首相事典 鳥海 靖／編 吉川弘文館 R312.1  

 

 

  
図書館員の本箱 
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開催館 日付 時間 対象 

中央
ちゅうおう

図書館 
１０月１２日(水) 

15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生(5 名) 

１０月２７日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

高幡
たかはた

図書館 １０月５日(水)  
15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

日野
ひ の

図書館 １０月１９日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

多摩平
たまだいら

図書館 

１０月１３日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

１０月２６日(水) 
15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生(６名) 

平山
ひらやま

図書館 １０月２０日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

百草
も ぐ さ

図書館 １０月１９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) 

 

 

「おはなし会」ってなにするの？ 

絵本のよみきかせやストーリーテリング（むか

しばなしなどをおぼえて、絵をみせずにかたるこ

と）などをたのしむ会です。 

手あそびや、図書館に入ったばかりの、あたら

しい本の紹介もしています。気軽に参加してね♪ 

小学生向け 

おはなし会は 

申込み制です! 

 

※小学生の回の 
申し込み方法 
来館または電話 
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子どもの本についてご相談がありましたら、おはなし会の時間に限らず、

いつでも図書館職員にお声かけください。お待ちしています。 
 

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 

※QR コードからもアクセスできます 

 

1. 来館前の検温など、体調確認をお願いいたします。 

体調の悪い方は、来館をお控えください。 

2. 来館前後の手指の消毒、または手洗いをお願いいたします。 

3. 保護者の方は、マスクの着用をお願いします。 

4. 図書館職員はマスクを着用し、図書館職員と参加者は距離を 
取ります（1ｍ以上）。 

---------------- 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 10 月 11 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：00～11：00 石田環境プラザ 石田 1-13-4 
6 日 

 

20 日 

17 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 7 日 

 

21 日 

4 日 

 

18 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 休止 休止 

14：00～14：25 栄町二丁目アパート 栄町 2-25 
7 日 

 

21 日 

4日 

 

18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） 

12 日 

26 日 
9 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：10～10：40 新井わかたけ公園 石田 270 

13 日 

 

27 日 

10 日 

 

24 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 

14 日 

 

28 日  

11 日 

 

25 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 10 月・11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。 

注※「大坂西公園」は工事のため休止します。巡回再開は決まり次第、お知らせ致します。 


