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１月の休館日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 
  
 
 

２０２２年 １月 №269 

 

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） 
1～4日・17日・24日・31日 

市政図書室（日曜日・祝日） 1～3日・9日・10日・16日・23日・30日 

 

今月のひろば 

P.2 これはもぐさとしょかんのかんばん 
P.6 中学生と作家の交流事業 2021 

探ってみよう！絵の魅力!! 佐竹美保さん講演会 
P.7  多摩平の森ふれあい館まつり 2022 

図書館リサイクル資料頒布します！ 

P.8 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 1月・2月巡回日程 
 

10 日（祝日）は開館しています！ 
（市政図書室除く） 
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これは、  

もぐさとしょかん
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もぐさとしょかん 
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＊百草図書館では、３年ほど前から地域協働課三沢中地区アクションプラン「チー

ムみ組」の皆さんと図書館を地域の居場所としてもっと活用できるのでは？と話し

合ってきました。その中で、入口にわかりやすく看板を作ってはどうだろうという

アイデアをいただきました。コロナ禍でなかなか思うように進まず、時間がかかり

ましたが、この度とても素敵な看板が出来上がりましたのでご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

百草園駅前 
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このかんばんの板は、落川交流セン

ターの台風でたおれたけやきの木 

から切った板。 

このまるい板は「日野まちのき」さ

んからいただいた丸太を、ちいきの

方がスライスして、かんなをかけ、

みんなでオイルをぬったもの。 

これは、もぐさとしょかんの

入口のかんばん。ちいきのみな

さんのアイデアからできたかん

ばん。みなさんのアイデアは、と

しょかんを「みんなのいばしょ」

にできるようにという思いから

うまれました。 
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これは、ちいきのみんなのたからものです！ 
 

図書館を利用される方が、 

あたたかくステキな 

きもちになれる 

かんばんができました。 

どうぞみなさん、大切に見て 

くださいね。 

 

 「もぐさ図書館」の文字の小枝は、

ちいきのかたのお庭の桜の木からい

ただいたもの。 

 この小枝の文字は、三沢中の生徒

さんがデザイン、先生方と一緒に作

ってくれたもの。 

 かんばん作りに関わってくださっ

た、こどもからおとなまで、多くのみ

なさん、ほんとうに 

ありがとうございました。 
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11 月 7 日（日）、多摩平の森ふれあい館にて開催しました。市内中学校に通う 18 名の中学生が

企画し、当日も司会進行などを務めました。佐竹さんの講演をはじめ、クイズやミニゲーム

のコーナーなど、盛りだくさんな内容で楽しみました。 

挿絵・表紙に込めた思いや工夫など、現在の画業についての

お話だけでなく、学生時代に自作の冊子を手売りした経験

や、画家を目指す大きなきっかけとなった本『10月はたそが

れの国』（レイ・ブラッドベリ）のお話など、画家として活動

する前のお話もしてくださいました。 

「自分（佐竹さん）の描いた絵よりも何より自分の想像した

ことを大切にしてほしい」というお話が印象的でした。 

佐竹美保さんによるご講演 

中学生企画  「聞いてみよう 佐竹先生の魅力にせまる Q＆A」、「テーマ当てゲーム」 

懇談会 

講演会終了後に、中学生スタッフが佐竹さんと偕成社の編

集者・佐川さんを囲んで懇談会を行いました。自己紹介の

後、佐竹さんと希望者で絵しりとりを行いました。「これな

あに？」と佐竹さんと間近でお話し、笑い合いながら交流

していました。大変貴重な時間になりました。 

その後の自由に質問する時間では、「絵を描いていて失敗し

たときはどうするのか」といった絵に関する質問や、編集

者のお仕事についての質問が挙がっていました。 

「聞いてみよう 佐竹先生の魅力にせまる Q＆A」のコーナーでは、中学生スタッフから挙がった、

聞きたいこと 5問を 1人ずつ先生に質問しました。ルーティーンや、思い入れのある絵についてお

話を聞くことができました。 

「テーマ当てゲーム」のコーナーでは、3 人で 1 つの絵を描き、参加者にその絵が表すテーマを当

ててもらう企画でした。2分という短い時間でしたが、「病院」「合唱」を表す絵が描けました。 

今年度、本事業では初となるオンライン配信を

行い、人数制限のため会場内にお入りいただけ

なかった方にもご視聴いただきました。 

来場者アンケートでは「美保さんのことに関し

てもっと深く理解できて良かった（中学生）」、

「アイデアが素晴らしかったです。生徒の頑張

りとても立派でした（学校関係者）」などの感

想が寄せられました。 

中学生と作家の交流事業 2021 
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図書館リサイクル資料
頒布します！

図書館で保存年限の過ぎた雑誌を市民の方に無料で提供します。

今回は子どもの本の頒布はありません

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
◆入場の際に検温を実施します

◆持ち帰り袋をご用意ください
◆会場混雑時は入場制限をさせていただきます
◆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】
日野市立多摩平図書館
☎042-583-2561

1/29
（土）

10：00～16：00
（なくなり次第終了）

場所：多摩平の森ふれあい館2階

集会室３－１，２

おひとりさま
１０冊まで
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図書館に入った 新 し い 本 
10月 29日から 11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                                       
戦場の希望の図書館 瓦礫から取り出した本で図書館を作った人々  

デルフィーヌ・ミヌーイ／著 東京創元社 010.22  

司書になった本の虫 早坂 信子／著 郵研社 010.4/ﾊ 

死にたいのに死ねないので本を読む 絶望するあなたのための読書案内  

吉田 隼人／著 草思社 019  

人生の土台となる読書 ダメな人間でも、生き延びるための「本の効用」ベスト 30 

pha／著 ダイヤモンド社 019  

米澤屋書店 米澤 穂信／著 文藝春秋 019  

書く仕事がしたい 佐藤 友美／著 CCCメディアハウス 021.3  

30代の論語 知っておきたい 100の言葉 齋藤 孝／著 祥伝社 123.8  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           
朱子学のおもてなし より豊かな東洋哲学の世界へ  

垣内 景子／著 ミネルヴァ書房 125.4  

ニーチェ 道徳批判の哲学 城戸 淳／著 講談社 134.9  

なるほど「色」の心理学 心理学×物理学×色彩学の研究でわかった！  

都外川 八恵／著 総合法令出版 141.2  

フロイト、無意識について語る フロイト／著 光文社 145.9  

いつでもどこでも 3分で心のブロックが消える本  

イライラがなくなる！本当の願いがかなう！  

栗山 葉湖／著 河出書房新社 146.8  

あの世の歩き方 この世じまいの“地図”を手にすればもう迷わない  

江原 啓之／著 小学館 147  

THE X-MAN FILE Q  

元 FBI特別捜査官ジョン・デソーザ×JOSTAR with岡本一兵衛、直家 GO  

ジョン・デソーザ／著 ヴォイス出版事業部 147  

親孝行の日本史 道徳と政治の 1400年 勝又 基／著 中央公論新社 152.6  

ヤマザキマリの人生談義 悩みは一日にして成らず  

ヤマザキ マリ／著 毎日新聞出版 159  
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◆◆◆１００ 哲学・心理学・宗教（つづき）◆◆◆ 
LIFE SHIFT ２ アンドリュー・スコット／著 東洋経済新報社 159  

半分、減らす。 「1/2の心がけ」で、人生はもっと良くなる  

川野 泰周／著 三笠書房 159  

神話でたどる日本の神々 平藤 喜久子／著 筑摩書房 162.1  

いつか死ぬ、それまで生きる わたしのお経  

伊藤 比呂美／著 朝日新聞出版 183  

わが体験的キリスト教論  ドイツ留学で実感した西洋社会の本質 

 渡部 昇一／著 ビジネス社 190.4/ﾜ 

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

岩波講座世界歴史 ５ 荒川 正晴／ほか編集委員 岩波書店 209  

独ソ戦大全 戦史・戦術・兵器・人物 etc. 白石 光／執筆 晋遊舎 209.7  

はじめての考古学 松木 武彦／著 筑摩書房 210.2  

中国史とつなげて学ぶ日本全史 岡本 隆司／著 東洋経済新報社 211  

国造 大和政権と地方豪族 篠川 賢／著 中央公論新社 213  

執権義時に消された 13人 闘争と粛清で読む「承久の乱」前史 

 榎本 秋／著 ウェッジ 214.2  

家康と家臣団の城 加藤 理文／著 KADOKAWA 215.2  

関口宏・保阪正康のもう一度！近現代史 戦争の時代へ  

関口 宏／著 講談社 216  

明治維新の研究 津田 左右吉／著 毎日ワンズ 216.1  

戦時下の日常と子どもたち 佐々木 賢／著 青土社 217  

アジアの多重戦争 1911-1949 日本・中国・ロシア  

S.C.M.ペイン／著 みすず書房 220  

ベトナム戦記 開高 健／著 朝日新聞出版 223.1  

SS将校のアームチェア ダニエル・リー／著 みすず書房 234  

アウシュヴィッツ生還者からあなたへ 14歳、私は生きる道を選んだ  

リリアナ・セグレ／著 岩波書店 234  

美しくないゆえに美しい女たち 小谷野 敦／著 二見書房 280.4/ｺ 

泣ける日本史 教科書に残らないけど心に残る歴史 真山 知幸／著 文響社 281  

最後の角川春樹 伊藤 彰彦／著 毎日新聞出版 281/ｶ 

聖子 新宿の文壇 BAR「風紋」の女主人 森 まゆみ／著 亜紀書房 281/ﾊ 

北条氏の時代 本郷 和人／著 文藝春秋 288.3  

喫茶の効用 飯塚 めり／著 晶文社 291  

にっぽん全国おみやげおやつ 甲斐 みのり／著 白泉社 291  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 
にっぽん全国たのしい船旅 2021-2022  

フェリー・旅客船の津々浦々紀行 イカロス出版 291  

町田忍の銭湯パラダイス 町田 忍／著 山と溪谷社 291  

ぶら鉄 親子で GO！電車見まくりスポット首都圏版  

レイルマンフォトオフィス／著 昭文社 291.3  

地球の歩き方 aruco東京で楽しむ北欧 地球の歩き方 291.36  

歩く・知る・対話する琉球学 歴史・社会・文化を体験しよう 

 松島 泰勝／編著 明石書店 291.99  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

これが日本の正体！ 池上彰への 42の質問 池上 彰／著 大和書房 302.1  

戦後民主主義に僕から一票 内田 樹／著 SBクリエイティブ 302.1  

戦後日本の中国観 アジアと近代をめぐる葛藤  

小野寺 史郎／著 中央公論新社 302.22  

インド残酷物語 世界一たくましい民 池亀 彩／著 集英社 302.25  

サウジアラビア 「イスラーム世界の盟主」の正体  

高尾 賢一郎／著 中央公論新社 302.28  

ヘルシンキ 生活の練習 朴 沙羅／著 筑摩書房 302.38  

エジプトの空の下 わたしが見た「ふたつの革命」 飯山 陽／著 晶文社 302.42  

日経大予測 2022 日本経済新聞社／編 日経 BP日本経済新聞出版本部 304  

老人支配国家日本の危機 エマニュエル・トッド／著 文藝春秋 304/ﾄ 

アナキズムを読む <自由>を生きるためのブックガイド  

田中 ひかる／編 皓星社 309.7  

いのちの政治学 リーダーは「コトバ」をもっている  

中島 岳志／著 集英社クリエイティブ 310.4/ﾅ 

オードリー・タン母の手記『成長戦争』 自分、そして世界との和解  

近藤 弥生子／著 KADOKAWA 312.8/ｵ 

地政学入門 佐藤 優／著 KADOKAWA 312.9  

代表制民主主義はなぜ失敗したのか 藤井 達夫／著 集英社 313.7  

地図とデータで見る人権の世界ハンドブック  

カトリーヌ・ヴィトール・ド・ヴァンダン／編 原書房 316.1  

格差という虚構 小坂井 敏晶／著 筑摩書房 316.3  

平等ってなんだろう？ あなたと考えたい身近な社会の不平等 

 齋藤 純一／著 平凡社 316.3  

明治日本はアメリカから何を学んだのか 米国留学生と『坂の上の雲』の時代  

小川原 正道／著 文藝春秋 319.1  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 
韓国はどこに消えた！？ 世界から見捨てられた国の哀れな末路 

 高山 正之／著 ビジネス社 319.1  

超早わかり国民投票法入門 南部 義典／著 シーアンドアール研究所 323.1  

「選択的」夫婦別姓 IT経営者が裁判を起こし、考えたこと 

 青野 慶久／著 ポプラ社 324.6  

社会のなかの「少年院」 排除された子どもたちを再び迎えるために  

少年の社会復帰に関する研究会／編 作品社 327.8  

アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か？ これからの経済と女性の話  

カトリーン・マルサル／著 河出書房新社 331  

金融化の世界史 大衆消費社会から GAFAの時代へ 玉木 俊明／著 筑摩書房 332  

変異する資本主義 中野 剛志／著 ダイヤモンド社 332  

入門米中経済戦争 野口 悠紀雄／著 ダイヤモンド社 332.53  

就活のための「四季報」活用法 大事なことはすべて四季報に書いてある！  

田宮 寛之／著 三修社 336.2  

日本的ジョブ型雇用 湯元 健治／編著 日経 BP日本経済新聞出版本部 336.4  

CBDC中央銀行デジタル通貨の衝撃 野口 悠紀雄／著 新潮社 338.2  

図解いちばんやさしく丁寧に書いた青色申告の本 '22年版  

千代田タックスパートナーズ／監修 成美堂出版 345.1  

新・地方財政 林 宜嗣／編 有斐閣 349  

幸福の測定 ウェルビーイングを理解する 鶴見 哲也／著 中央経済社 351  

「ひきこもり」から考える <聴く>から始める支援論 石川 良子／著 筑摩書房 361.4  

日本像の起源 つくられる<日本的なるもの> 伊藤 聡／著 KADOKAWA 361.5  

日本一やさしい NISA & iDeCoの学校 自分のお金をしっかり増やす！  

大竹 のり子／監修 ナツメ社 364.6  

ハラスメント言いかえ事典 トラブル回避のために知っておきたい  

山藤 祐子／監修 朝日新聞出版 366.3  

賃金破壊 労働運動を「犯罪」にする国 竹信 三恵子／著 旬報社 366.6  

女性の生きづらさとジェンダー 「片隅」の言葉と向き合う心理学 

 心理科学研究会ジェンダー部会／編 有斐閣 367.21  

熟年離婚を考えたら読む本 離婚をしたら私は幸せになれますか？  

monika／著 つた書房 367.4 

夫婦別姓 家族と多様性の各国事情 栗田 路子／著 筑摩書房 367.4  

性的マイノリティサポートブック  

自治体、小中高大学など教育機関、企業の相談窓口にかかわる方の必携書  

共生会 SHOWA／編著 かもがわ出版 367.6  

間違いだらけの老人ホーム選び 小嶋 勝利／著 プレジデント社 367.9  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

ヤクザ・チルドレン 石井 光太／著 大洋図書 368.5  

男子という闇 少年をいかに性暴力から守るか  

エマ・ブラウン／著 明石書店 368.6  

覚醒剤アンダーグラウンド 日本の覚醒剤流通の全てを知り尽くした男  

高木 瑞穂／著 彩図社 368.6  

民生委員のための経済的困窮者支援ハンドブック 実務に役立つ 35の Q&A  

小林 雅彦／著 中央法規出版 369.2  

生活保護解体論 セーフティネットを編みなおす  

岩田 正美／著 岩波書店 369.2  

視えない線を歩く 石戸 諭／著 講談社 369.3  

しまおまほのおしえてコドモ NOW！ しまお まほ／著 小学館 369.4  

弁護士によるネットいじめ対応マニュアル  学校トラブルを中心に 

 細川 潔／著 エイデル研究所 371.4  

さよなら、理不尽 PTA！ 強制をやめる！PTA改革の手引き  

大塚 玲子／著 辰巳出版 374.6  

京大というジャングルでゴリラ学者が考えたこと  

山極 寿一／著 朝日新聞出版 377.21  

彼は早稲田で死んだ 大学構内リンチ殺人事件の永遠  

樋田 毅／著 文藝春秋 377.9  

ギフテッドの個性を知り、伸ばす方法 片桐 正敏／編著 小学館 378  

霧のなかのバーバラ 学習しょうがいを克服した女性の物語 

片山 恭一／著 文芸社 378 

パンツを脱いじゃう子どもたち 発達と放課後の性  

坂爪 真吾／著 中央公論新社 378  

ろうと手話 やさしい日本語がひらく未来 吉開 章／著 筑摩書房 378.2  

古代中国の 24時間 秦漢時代の衣食住から性愛まで  

柿沼 陽平／著 中央公論新社 382.22  

中山服の誕生 西洋・日本との関わりから見る中国服飾史  

乗松 佳代子／著 風媒社 383.1  

世界のティータイムの歴史 ヴィジュアル版 ヘレン・サベリ／著 原書房 383.8  

日本の婚礼衣裳 寿ぎのきもの 長崎 巌／編著 東京美術 385.4  

最後に「ありがとう」と言えたなら 大森 あきこ／著 新潮社 385.6  

妖しい忍者 消えた忍びと幻術師 東郷 隆／著 出版芸術社 388.1  

防大女子 究極の男性組織に飛び込んだ女性たち  

松田 小牧／著 ワニ・プラス 390.7  

戦略思想史入門 孫子からリデルハートまで 西田 陽一／著 筑摩書房 391.3  
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４００ 科学・生物・医学                                                                    
暗記しないで化学入門 電子を見れば化学はわかる  

平山 令明／著 講談社 430.4/ﾋ 

女性と天文学 ヤエル・ナゼ／著 恒星社厚生閣 440.2  

竜巻 メカニズム・被害・身の守り方 小林 文明／著 成山堂書店 451.5  

南極の氷に何が起きているか 気候変動と氷床の科学  

杉山 慎／著 中央公論新社 452.9  

地形散歩のすすめ 凸凹からまちを読みとく方法 新之介／著 学芸出版社 454  

楽しい地層図鑑 小白井 亮一／文・写真 草思社 456  

図解人類の進化 猿人から原人、旧人、現生人類へ  

斎藤 成也／編・著 講談社 469.2  

江戸東京草花図鑑 岩槻 秀明／著 エクスナレッジ 472.13  

この目、誰の目？魚の目図鑑 鈴木 香里武／著・写真 ジャムハウス 487.5  

ドードーをめぐる堂々めぐり 正保四年に消えた絶滅鳥を追って 

 川端 裕人／著 岩波書店 488.4  

ニュースなカラス、観察奮闘記 樋口 広芳／著 文一総合出版 488.9  

ニホンカワウソは生きている 宗像 充／著 旬報社 489.5  

クジラのおなかに入ったら 松田 純佳／著 ナツメ社 489.6  

全身の不調が消える！毒出し足もみ マキノ出版 492.7  

いのっちの手紙 斎藤 環／著 中央公論新社 493.7  

「適応障害」って、どんな病気？ 正しい理解と治療法  

浅井 逸郎／監修 大和出版 493.74  

疫病の世界史 上・下 フランク・M.スノーデン／著 明石書店 493.8  

「感染」の社会史 科学と呪術のヨーロッパ近代  

村上 宏昭／著 中央公論新社 493.8  

ワクチンの噂 どう広まり、なぜいつまでも消えないのか  

ハイジ・J.ラーソン／著 みすず書房 493.82  

全国から患者が集まる麻酔科医のヘバーデン結節・手指の痛みの治し方  

富永 喜代／著 毎日が発見 494.77  

庭仕事の真髄 老い・病・トラウマ・孤独を癒す庭  

スー・スチュアート・スミス／著 築地書館 494.78  

腎臓病の人のためのひと目でよくわかる食品成分表  

エネルギー たんぱく質 塩分 カリウム リン 炭水化物 水分  

富野 康日己／監修 学研プラス 494.93  

在宅死のすすめ方 完全版 世界文化ブックス編集部／編 世界文化ブックス 498  

それでも君は医者になるのか 中山 祐次郎／著 日経 BP 498.1  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 
感染症に勝つ！楽やせる！ショウガ万能レシピ  

高血圧、糖尿病を撃退！9kgやせて肌ツヤツヤ！ マキノ出版 498.3  

ゴーマニズム宣言 SPECIAL コロナ論 ４ 小林 よしのり／著 扶桑社 498.6  

コロナと WHO 感染症対策の「司令塔」は機能したか  

笹沢 教一／著 集英社 498.6  

コロナ戦記 医療現場と政治の 700日 山岡 淳一郎／著 岩波書店 498.6  

思いやる心は傷つきやすい パンデミックの中の感情労働  

武井 麻子／著 創元社 498.8  

基礎からはじめる職場のメンタルヘルス 事例で学ぶ考え方と実践ポイント  

川上 憲人／著 大修館書店 498.8 

くすり大図鑑 掛谷 秀昭／監修 ニュートンプレス 499.1  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

脱炭素で変わる世界経済ゼロカーボノミクス 井熊 均／著 日経 BP 501.6  

弁理士になりたいと思ったらはじめに読む本 中川 淨宗／著 中央経済社 507.2  

アーバニスト 魅力ある都市の創生者たち 中島 直人／著 筑摩書房 518.8  

図説人新世 環境破壊と気候変動の人類史 ギスリ・パルソン／著 東京書籍 519  

魚はなぜ減った？見えない真犯人を追う  

東大教授が世界に示した衝撃のエビデンス 山室 真澄／著 つり人社 519.4  

世界の名建築歴史図鑑 五十嵐 太郎／編著 エクスナレッジ 520.2  

現代建築保存活用見て歩き 吉田 鋼市／著 王国社 523.1  

英国建築の解剖図鑑 マシュー・ライス／著 エクスナレッジ 523.33  

鯖江の眼鏡 一般社団法人福井県眼鏡協会公式ガイドブック 三省堂書店 535.8  

EV<電気自動車>推進の罠 「脱炭素」政策の？  

加藤 康子／著 ワニブックス 537.2  

日本懐かしバス大全  

個性豊かな色とりどりの車体！！全国各地の“昭和バス”が満載！  

加藤 佳一／著 辰巳出版 537.9  

図解でわかる 14歳からの宇宙活動計画  

インフォビジュアル研究所／著 太田出版 538.9  

超速でわかる！宇宙ビジネス 図解 片山 俊大／著 すばる舎 538.9  

トコトンやさしい環境発電の本 山崎 耕造／著 日刊工業新聞社 543  

送電鉄塔ガイドブック 送電鉄塔研究会／著 オーム社 544.1  

いいかげんなロボット ソフトロボットが創るしなやかな未来 

 鈴森 康一／著 化学同人 548.3  
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◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 
大きな字でわかりやすい Twitterツイッター入門  

リンクアップ／著 技術評論社 548.3  

日本半導体復権への道 牧本 次生／著 筑摩書房 549.8  

「半導体」のことが一冊でまるごとわかる 井上 伸雄／著 ベレ出版 549.8  

匠が教える酒のすべて 世界を旅するように酒を楽しむ！  

大越 智華子／著 三笠書房 588.5  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

ちいさな花言葉・花図鑑 野の花・道の花編  

佐々木 知幸／植物監修 ユーキャン学び出版 627  

ジェイソン流お金の増やし方 コレだけやれば貯まる！  

厚切りジェイソン／著 ぴあ 676.5 

ビビリ投資家が考えた、買ったら永遠に売らない株投資法  

福山 貴義／著 ぱる出版 676.5  

インバウンド・ルネッサンス日本再生  

池上 重輔／編著 日経 BP日本経済新聞出版本部 688.4  

筑紫哲也『NEWS23』とその時代 金平 茂紀／著 講談社 699.6  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

世界遺産ミャンマー・バガン遺跡 華麗なる壁画の世界  

前川 佳文／著 雄山閣 702.23  

裁かれた絵師たち 近世初期京都画壇の裏事情 五十嵐 公一／著 吉川弘文館 721  

人生の達人・堀文子の生き方 堀 文子／著 中央公論新社 721.9/ﾎ 

カラー筆ペンで楽しむはじめての絵手紙  

にじみ、ぼかしグラデーションなど簡単テクニックですてきな仕上がり  

朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 726.5  

木村伊兵衛写真に生きる 木村 伊兵衛／著 クレヴィス 740.28/ｷ 

志村ふくみ染めと織り 志村 ふくみ／著 求龍堂 753  

木のもの 楽しむ工夫×木工作家・ブランド 27×基礎知識  

暮らしの図鑑編集部／編 翔泳社 754  

レゴライフハックス DK社／編著 東京書籍 759  

松本隆 言葉の教室 松本 隆／述 マガジンハウス 767.8  

<芸道>の生成 世阿弥と利休 大橋 良介／著 講談社 773.2  

侯孝賢の映画講義 侯 孝賢／著 みすず書房 778  

小津安二郎晩秋の味 尾形 敏朗／著 河出書房新社 778.28/ｵ 
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◆◆◆7００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 
新海誠の世界 時空を超えて響きあう魂のゆくえ  

榎本 正樹／著 KADOKAWA 778.7  

シンプル思考 里崎 智也／著 集英社 783.7  

スノーボードの誕生 なぜひとは横向きに滑るのか  

田嶋 リサ／著 春陽堂書店 784.3  

グランマ・ゲイトウッドのロングトレイル  

ベン・モンゴメリ／著 山と溪谷社 786.1  

おだやかに過ごすはじめてのソロキャンプ モリノネ／著 ワニブックス 786.3  

プロレスカメラマンが撮ったレジェンド 80-90年代外国人レスラーの素顔 

 大川 昇／著 彩図社 788.2  

はじめよう弓道 写真と動画でよくわかる！  

原田 隆次／著 ベースボール・マガジン社 789.5  

江戸・ザ・マニア 浅生 ハルミン／著 淡交社 790  

 

８００ 語学                                                        
「話し方のベストセラー100冊」のポイントを 1冊にまとめてみた。 

 藤吉 豊／著 日経 BP 809.4  

英語の前置詞使いわけ図鑑 イラストでイメージがつかめる 

 清水 建二／著 アスコム 835.6  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        
ハムレット！ハムレット！！ 谷川 俊太郎／著 小学館 908  

小林秀雄の「人生」論 浜崎 洋介／著 NHK出版 910.2/ｺ 

言の葉の森 日本の恋の歌 チョン スユン／著 亜紀書房 911.1  

俳句いまむかし ふたたび 坪内 稔典／著 毎日新聞出版 911.3  

楽しい孤独 小林一茶はなぜ辞世の句を詠まなかったのか  

大谷 弘至／著 中央公論新社 911.32  

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬／著 早川書房 913.6/ｱｲｻ 

赤と青とエスキース 青山 美智子／著 PHP研究所 913.6/ｱｵﾔ 

蚕の王 安東 能明／著 中央公論新社 913.6/ｱﾝﾄ 

ミチクサ先生 上・下 伊集院 静／著 講談社 913.6/ｲｼﾕ 

剣樹抄 ２ 冲方 丁／著 文藝春秋 913.6/ｳﾌｶ 

残月記 小田 雅久仁／著 双葉社 913.6/ｵﾀ 

ミニシアターの六人 小野寺 史宜／著 小学館 913.6/ｵﾉﾃ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 
おおあんごう 加賀 翔／著 講談社 913.6/ｶｶ 

神曲 川村 元気／著 新潮社 913.6/ｶﾜﾑ 

ブラックガード 木内 一裕／著 講談社 913.6/ｷｳﾁ 

剛心 木内 昇／著 集英社 913.6/ｷｳﾁ 

中野のお父さんの快刀乱麻 北村 薫／著 文藝春秋 913.6/ｷﾀﾑ 

熔果 黒川 博行／著 新潮社 913.6/ｸﾛｶ 

君の名前の横顔 河野 裕／著 ポプラ社 913.6/ｺｳﾉ 

ヌルハチ 朔北の将星 小前 亮／著 講談社 913.6/ｺﾏｴ 

おはようおかえり 近藤 史恵／著 PHP研究所 913.6/ｺﾝﾄ 

恋侍 中目黒世直し編 柴崎 竜人／著 講談社 913.6/ｼﾊｻ 

ものがたりの賊(やから) 真藤 順丈／著 文藝春秋 913.6/ｼﾝﾄ 

采女の怨霊 小余綾俊輔の不在講義 高田 崇史／著 新潮社 913.6/ﾀｶﾀ 

濁り水 日明 恩／著 双葉社 913.6/ﾀﾁﾓ 

ビタートラップ 月村 了衛／著 実業之日本社 913.6/ﾂｷﾑ 

前夜 ツチヤ タカユキ／著 小学館 913.6/ﾂﾁﾔ 

現代生活独習ノート 津村 記久子／著 講談社 913.6/ﾂﾑﾗ 

ルーティーンズ 長嶋 有／著 講談社 913.6/ﾅｶｼ 

特急リバティ会津 111号のアリバイ 西村 京太郎／著 双葉社 913.6/ﾆｼﾑ 

御坊日々 畠中 恵／著 朝日新聞出版 913.6/ﾊﾀｹ 

闘資 浜口 倫太郎／著 双葉社 913.6/ﾊﾏｸ 

笑うマトリョーシカ 早見 和真／著 文藝春秋 913.6/ﾊﾔﾐ 

フェイクフィクション 誉田 哲也／著 集英社 913.6/ﾎﾝﾀ 

ほんのこども 町屋 良平／著 講談社 913.6/ﾏﾁﾔ 

矢印 松尾 スズキ／著 文藝春秋 913.6/ﾏﾂｵ 

残照の頂 山女日記 続 湊 かなえ／著 幻冬舎 913.6/ﾐﾅﾄ 

北斗の邦へ翔べ 谷津 矢車／著 角川春樹事務所 913.6/ﾔﾂ 

原罪 キツネ目は生きていた 山本 音也／著 小学館 913.6/ﾔﾏﾓ 

らんたん 柚木 麻子／著 小学館 913.6/ﾕｽｷ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           
ぜんぶ愛。 安藤 桃子／著 集英社インターナショナル 914.6/ｱﾝﾄ 

すごいトシヨリ散歩 池内 紀／著 毎日新聞出版 914.6/ｲｹｳ 

ステキな奥さんぬははっ ４ 伊藤 理佐／著 朝日新聞出版 914.6/ｲﾄｳ 

遠慮深いうたた寝 小川 洋子／著 河出書房新社 914.6/ｵｶﾜ 

月夜の森の梟 小池 真理子／著 朝日新聞出版 914.6/ｺｲｹ 
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◆◆◆９１４．６～９１７ 日本のエッセイ（つづき）◆◆◆ 
私たち、まだ人生を 1回も生き切っていないのに  

小林 エリコ／著 幻冬舎 914.6/ｺﾊﾔ 

愛子の格言 佐藤 愛子／著 中央公論新社 914.6/ｻﾄｳ 

干し芋の丸かじり 東海林 さだお／著 朝日新聞出版 914.6/ｼﾖｳ 

一人でぽつんと生きればいい 曽野 綾子／著 祥伝社 914.6/ｿﾉ 

人間の懊悩 今は呑みたい 高橋 三千綱／著 青志社 914.6/ﾀｶﾊ 

くすぶり中年の逆襲 錦鯉／著 新潮社 914.6/ﾆｼｷ 

80歳、何かあきらめ、何もあきらめない  

気持ちが明るく楽になる、生き方とたたみ方  

萩本 欽一／著 主婦と生活社 914.6/ﾊｷﾓ 

哲学の蝿 吉村 萬壱／著 創元社 914.6/ﾖｼﾑ 

途上の旅 若菜 晃子／著 KTC中央出版 914.6/ﾜｶﾅ 

カルト村の子守唄 高田 かや／著 文藝春秋 916/ﾀｶﾀ 

アイアム精神疾患フルコース 瀧本 容子／著 彩図社 916/ﾀｷﾓ 

救命センター カンファレンス・ノート 浜辺 祐一／著 集英社 916/ﾊﾏﾍ 

少女たちの戦争 中央公論新社／編 中央公論新社 916 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        
円 劉慈欣短篇集 劉 慈欣／著 早川書房 923/ﾘ 

ペイント イ ヒヨン／著 イースト・プレス 929.1/ｲ 

誉れの剣 ２ イーヴリン・ウォー／著 白水社 933/ｳ 

ガラスの顔 フランシス・ハーディング／著 東京創元社 933/ﾊ 

夜の声 スティーヴン・ミルハウザー／著 白水社 933/ﾐ 

天に焦がれて パオロ・ジョルダーノ／著 早川書房 973/ｼ 

生き抜くためのドストエフスキー入門 「五大長編」集中講義  

佐藤 優／著 新潮社 980.2/ﾄ 

ドストエフスキーの預言 佐藤 優／著 文藝春秋 980.2/ﾄ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

二人の手練 青田 圭一／著 二見書房 BN/ｱｵ 

相棒 season19中 輿水 泰弘／ほか脚本 朝日新聞出版 BN/ｲｶ 

ご隠居は福の神 ７ 井川 香四郎／著 二見書房 BN/ｲｶ 

異世界食堂 ６ 犬塚 惇平／著 主婦の友インフォス BN/ｲﾇ 

日雇い浪人生活録 12 上田 秀人／著 角川春樹事務所 BN/ｳｴ 

卑怯三刀流 若さま同心徳川竜之助 7  風野 真知雄／著 双葉社 BN/ｶｾ 

傭兵団の料理番 13 川井 昻／著 主婦の友インフォス BN/ｶﾜ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 
ユア・フォルマ ３ 菊石 まれほ／著 KADOKAWA BN/ｷｸ 

三代目誕生 小料理のどか屋人情帖 33 倉阪 鬼一郎／著 二見書房 BN/ｸﾗ 

スクエア 横浜みなとみらい署暴対係 今野 敏／著 徳間書店 BN/ｺﾝ 

雪見酒 新・酔いどれ小籐次 21 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

密命にあらず はぐれ又兵衛例繰控 4 坂岡 真／著 双葉社 BN/ｻｶ 

新・浪人若さま新見左近 ８ 佐々木 裕一／著 双葉社 BN/ｻｻ 

レフトハンド・ブラザーフッド 上・下 知念 実希人／著 文藝春秋 BN/ﾁﾈ 

出世商人 ４ 千野 隆司／著 文藝春秋 BN/ﾁﾉ 

やぶにらみの時計 都筑 道夫／著 徳間書店 BN/ﾂｽ 

帰還 堂場 瞬一／著 文藝春秋 BN/ﾄｳ 

虎狼狩り 介錯人・父子斬日譚 6 鳥羽 亮／著 祥伝社 BN/ﾄﾊ 

信長鉄道 豊田 巧／著 角川春樹事務所 BN/ﾄﾖ 

SIS ２ 丹沢湖駐在武田晴虎 鳴神 響一／著 角川春樹事務所 BN/ﾅﾙ 

伏竜 蛇杖院かけだし診療録 馳月 基矢／著 祥伝社 BN/ﾊｾ 

江戸っ子出世侍 ５ 早瀬 詠一郎／著 コスミック出版 BN/ﾊﾔ 

殿さま忍者 ５ 聖 龍人／著 コスミック出版 BN/ﾋｼ 

もうひとつの「流転の海」 宮本 輝／著 新潮社 BN/ﾐﾔ 

あなたのための時空(とき)のはざま 矢崎 存美／著 角川春樹事務所 BN/ﾔｻ 

大江戸科学捜査八丁堀のおゆう ８ 山本 巧次／著 宝島社 BN/ﾔﾏ 

あなたとなら食べてもいい 食のある７つの風景 千早 茜／著 新潮社 BN  

ドクターM ポイズン 医療ミステリーアンソロジー  

浅ノ宮 遼／著 朝日新聞出版 BN  

ヴァンダル王国の神託を解き明かせ！ 上・下  

クライブ・カッスラー／著 扶桑社 B/ｶﾂ 

奔流 キャサリン・コールター／著 二見書房 B/ｺﾙ 

ウエスト・サイド・ストーリー アーヴィング・シュルマン／著 早川書房 B/ｼﾕ 

未成年 １ ドストエフスキー／著 光文社 B/ﾄｽ 

影のない四十日間 上・下 オリヴィエ・トリュック／著 東京創元社 B/ﾄﾘ 

貧乏お嬢さま、追憶の館へ リース・ボウエン／著 原書房 B/ﾎｳ 

人間の絆 上・下 サマセット・モーム／著 新潮社 B/ﾓﾑ 

炉辺荘のアン『赤毛のアン』シリーズ 6 L.M.モンゴメリ／著 文藝春秋 B/ﾓﾝ 

王女に捧ぐ身辺調査 ロンドン謎解き結婚相談所  

アリスン・モントクレア／著 東京創元社 B/ﾓﾝ 

 

Ｔ 暮らし                                                

大人のお金の遣い方 税理士に聴いてきました 佐々木 重徳／著 中央経済社 T0  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 
大切なこと 穏やかに暮らすための 48の工夫と心がけ  

内田 彩仍／著 PHPエディターズ・グループ T0  

武相荘、おしゃれ語り 白洲次郎・正子の長女がつづる「装いのプリンシプル」  

牧山 桂子／著 小学館 T0  

やましたひでこのまいにち断捨離 思わず捨てたくなる衝動にかられます。  

宝島社 T0  

おうちでできちゃう！カスタマイズお直し 高畠 海／著 新星出版社 T11  

大人のコートの本 前川 友子／著 日本ヴォーグ社 T11  

リバティプリント新しいクチュール 阿部 真理／著 文化学園文化出版局 T11  

けいとのパンツ あったか、かわいい、心地いい 日本ヴォーグ社 T13  

ベルンド・ケストラーのいちばんわかりやすいブリオッシュ編み 

輪針で編むブリオッシュ編みのビギナーズブック 

 ベルンド・ケストラー／著 日本文芸社 T13  

おさるのジョージ刺しゅう みんな大好き！ アップルミンツ T15  

はたらく車の刺しゅう 7つのステッチでつくる頼れるくるまの図案集  

ささき みえこ／著 誠文堂新光社 T15  

minimofuu toyの子どもがよろこぶフェルトのごっこあそびとおままごと  

FELT BOOK 143 RECIPES minimofuu toy／監修 朝日新聞出版 T19  

有元家のさもないおかず 有元 葉子／著 三笠書房 T41  

ストウブだからおいしい毎日ごはん 野菜のうまみを凝縮  

若山 曜子／著 家の光協会 T41  

そそる！うち中華 あの味が家でも作れます！ 今井 亮／著 学研プラス T41  

道具と料理 相場 正一郎／著 mille books T41  

藤井恵の毎日大豆 蒸しゆで大豆&大豆氷で体を守る、いたわる、スッキリ  

藤井 恵／著 主婦の友社 T41  

毎日食べる。家で、ひとりで。 渡辺 康啓／著 KTC中央出版 T41  

からだが整う“ひと晩発酵みそ”  

炊飯器で作れる 減塩でヘルシー おいしさ&免疫力アップ  

榎本 美沙／著 主婦と生活社 T43  

おいしい果樹の育て方 苗木選びから剪定、料理まで  

野田 勝二／監修 西東社 T6  

多肉植物エケベリアハイブリッド図鑑 実生のススメ  

エケベリアファンクラブ／編 コスミック出版 T6  

いちばんはじまりの本 赤ちゃんをむかえる前から読む発達のレシピ  

井川 典克／監修 クリエイツかもがわ T8  

はじめての不妊治療 体外受精と検査 森本 義晴／監修 主婦の友社 T8  
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『長い長い殺人』 宮部みゆき／著 

光文社 １９９7．5 
 

 宮部みゆきの初期の作品です。主人公はなんと財布です。それぞれの登場人物

の財布が一人称で事件について語っていくという、大変珍しい連作短編小説です

。財布にも性別があり、語り口調もそれぞれ個性があっておもしろいです。刑事

の財布、強請屋の財布、目撃者の財布、犯人の財布、死者の財布など１０個の財

布達の視点から物語は進んでいきます。 

ミステリーなので内容については触れません。財布の持ち主に対する愛情も感じ

られてよかったです。モノは大事にしなければ、という気持ちにさせてくれまし

た。文体も読みやすいです。ちょっと軽く何か読んでみたいというときにおすす

めです。（K） 

 

Ｓ 日野市や地域・行政に関する資料                                                
ハナはへびがすき 蟹江 杏／作 福音館書店 SA7  

自治体職員のための個人情報保護法解説 2021年改正  

宇賀 克也／編著 第一法規 SG7  

資産税実務問答集 令和 3年 10月改訂 村崎 尚弘／編 納税協会連合会 SH5  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                
統計図表レファレンス事典 人権・差別問題  

日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ R316.1  

民話・昔話集内容総覧 県別・国別 2012-2021  

日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ R388  

地図の事典 日本地図学会／監修 朝倉書店 R448.9  

東京 2020オリンピック公式記録集 KADOKAWA R780.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館員の本箱 
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 日付 時間 対象 

中央図書館 

 

 

１月１２日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生 

１月２７日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

高幡図書館 １月１２日(水) 

  

15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

日野図書館 １月１９日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

多摩平図書館 １月１３日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

１月 2６日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生 

百草図書館 １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 

平山図書館 １月２０日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

 

小学生向けおはなし会は申込み制です！ 
 
 

１/5（水）10 時～先着順で受け付けます。（高幡図書館のぞく） 

 保護者の方が各館（中央・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）   

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Ｄ ２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 1 月 2 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 

3 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 

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） 

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  

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 1月・2 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。 


