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     ★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。 

 

２０２０年 8月 №252 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

8 月の休館日 
 

 
＊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、午前８時３０分～午後５時１５分 
 

 

 

 

  

 

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 

 

今月のひろば 

P.2 読書調査報告（１）…しばらく連載します  

P.4 各館で「平和」展示を行っています   

P.7 図書館に入った新しい本   

P.23 図書館員の本箱  

P.24 移動図書館ひまわり号巡回日程 
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読書調査にご協力ありがとうございました 
 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、図書館は 4月 9日から 6月 1日までの

長期臨時休館をいたしました。この間、市民の皆様からは様々な声をいただきました。

もしかしたら今、皆様にとっての「本や読書」または「図書館」への思いをお聞かせい

ただけるまたとない機会なのではないか、との考えがむくむくと湧き上がり、6月 13日

から 30日まで、各図書館および図書館ホームページにて読書調査を行いました。 

 図書館ホームページにて 326 件、各図書館にて約 1,900 件（7/16 現在回収継続

中）の回答が寄せられ、現在、集計作業をすすめているところです。 

 想像以上にたくさんの、一人ひとりの「思い」を記載していただきました。図書館職

員が読むだけではなく、図書館を利用される皆様とも分かち合いたいと思います。個

人的な営みであるような読書や図書館の利用ですが、実はこのような「思い」が共有

されたものでもあるのかも…と感じていただけるのではないでしょうか。紹介をしばらく

連載させていただきます。 

 

 図書館ホームページ回答より  

■ぼくは、本が好きです。本の中にはぼくのしらないことがたくさんあります。図書館

がまたはじまってうれしいです。（小学２年生） 

■ドラマなどにはない本ならではの描写や、想像の余地があるところが好き。図書館

は新しい本と出会えるから楽しみ。（中学１年生） 

■読書はある種のライフワークなので、図書館の再開をずっと望んでいた。高校生に

とって読書は割と財布に響く趣味なので、無料で多くの本を読める図書館の存在は

非常にありがたい。（高校２年生） 

■小学校の頃から週一で通って毎回 10 冊以上借りていました。最近では本を読む

ことは減ってしまいましたが、小学生、中学生の頃の読書経験が間違いなく自分を作

ってくれていると感じています。また、図書館職員の方に覚えてもらって、よく話しか

けてもらっていました。大学受験の報告をしたら、喜んでくださり、とても嬉しかったで

す。今でも知り合いの職員の方がいると懐かしい気持ちになります。私にとって図書

館は自分の原点であり、これから先も身近にあってほしい大切なものです。（20代） 

 

読書調査報告（１）…しばらく連載します 
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■私は「図書館で人生を変えられる！」と考えています。20代、まったく本を読まずに

生きてきた私は、ちょうど 30 歳のころ、人生に思い悩んだことがありました。それを救

ってくれたのが「本」でした。当時は無職だったため、本を買うことができませんでした。 

そんな時に知ったのが、図書館でした。それまでは「図書館＝児童が行くところ」とい

う偏見が強かったが、いざ行ってみると、「図書館ではこんな最新の本まで借りること

ができるのか」「もっと早く知っていれば……」などと当時は、毎週のように図書館に通

っては、今までの自分に足りなかった知識を穴埋めしていました。あれから数年経ち

ますが、本を難なく買えるようになった今でも、図書館で借りられるものは借りていま

す。図書館こそ人生を変えてくれた場所だと思っています。これからも、多くの人のた

めに図書館はあり続けるべきだと思います。今の大変な状況の中、図書館を再開し

て頂けて本当に助かっています。そこで作業される図書館員の方々、ありがとうござ

います。（30代） 

■図書館は３歳の娘との本（絵本）を通しての憩いの場です。緊急事態宣言下で図

書館が閉まった後は、娘が図書館に行けないのをとても残念がり、再開されるのを楽

しみにしてました。今日（6 月 14 日）は久しぶりに本の返却をかねて高幡図書館に行

きましたが、多くの絵本や紙芝居を借りて帰りました。本を通して、子供と交流するだ

けでなく、図書館に行くこと自体が大切な時間となっています。（40代） 

■仕事と育児でヘトヘトな時期でも、休日に図書館に行って本を選ぶのが楽しみで

しかたがなかった。通勤のわずかな時間と昼休みだけがわたしの読書時間だった。

当時は貸し出しが４冊までだったので、厳選に厳選を重ねて家に持ち帰ったことをよ

く覚えている。今回、コロナ禍で予約本だけの貸し出しになり、ついに閉館になったこ

とはしかたがないと思っていたが、やっと通常通りに開館したとき、自分でも驚くほど

嬉しく、図書館のありがたみを痛感した。新着図書の棚に、不思議と今の自分にぴっ

たりの本が待っていることがたびたびある。今回も、開館と同時にそんな出会いがあ

った。（50代） 

■大げさに言えば、人類の進化に不可欠なもの。小さく言えば、生活の友。（60代） 

■年を取るとフットワークが悪くなり、行動範囲も限られてきます。しかし、人の知識欲、

好奇心はさほど変わるものではないようです。書籍、TV、ネットがそれを満たしてくれ

ますが、なんといってもこちらの方向性をもつてアクセスできるのは書籍です。また、

任意の小さな時間の切れ端にも付き合ってくれる友でもあります。図書館は、それら

大切なものの「ふるさと」だといえるでしょう。いつもありがとうございます。（70才以上） 
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『ヒロシマ消えたかぞく』 指田 和／著 鈴木 六郎／写真 ポプラ社 2019.7 児童390 

これは広島で生きていた鈴木六郎さん一家の記録です。六郎さんが撮った、幸せそうな家族写真

が詰まっています。だからこそ原爆や戦争の残酷さが痛いほど伝わる1冊です。 

 

『戦争が立っていた 戦中・戦後の暮しの記録 拾遺集戦中編』 暮しの手帖社 2019.5 217.5 

1967年と2017年に暮しの手帖社が募集した、戦時下の暮しに関する手記をまとめた1冊です。

戦争によって亡くなった方が当時必死に生きていた記録や、投稿者が生き抜いた日々が鮮明に語ら

れています。 

 

『定本黒田三郎詩集』 黒田 三郎／著 昭森社 1976 911.5/ク 

戦争が終わり、電車に揺られ会社に向かっていても、同級生名簿を眺めていても、そこにずっと残

り続ける「戦争」があります。多くの詩から、深く重く落とされた戦争の影を感じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央図書館 テーマ「生きている、生きていた」 

『見上げた空は青かった』 小手鞠 るい／著 講談社 2017.7 児童Ｃ３ｺ 

ナチスの手から逃れるため幼い妹と二人、「隠れ家」で息をひそめて暮らすユダヤ人の少女ノエ

ミ。将来の親元を離れ学童疎開中の少年石崎風太。二人の心の支えは「うさぎのミミ」だった。なぜ

大人は戦争を起こすの？二人の問いかけは重い。 

 

『こども兵士』 アムネスティ・インターナショナル日本／編著 リブリオ出版 2008.1 児390 

世界では、特にアフリカで、戦争によって子どもが兵士として徴兵され銃を手にするという現実があ

ります。子どもは従順で洗脳しやすいので大人たちに利用されてしまうのです。 

 

『わたしが子どものころ戦争があった』 野上 暁／編 理論社 2015.8 児390 

日本が戦争をしていたころの体験を、子どもの本の作家8名が、当時の暮らしの中で何を見、何を

感じたか語っています。作家らしく、当時読んでいた本や雑誌などの記述もあり、厳しい生活の中で

の喜びを感じる場面もあります。 

高幡図書館 テーマ「銃後の人々」 

各館で「平和」展示を行っています 
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『アフリカの難民キャンプで暮らす ブジュブラムでのフィールドワーク４０１日』 

 小俣 直彦／著 こぶな書店 2019.6 369.3  

研究のため難民キャンプに滞在した著者は、生活を共にしながら調査を実施。紛争での壮絶な

経験によるトラウマやキャンプでの社会生活、長期化する難民生活と帰国へのジレンマについて、研

究者としてのみならず隣人の目線で書かれています。 

 

『わたしの夢、わたしの人びとの苦しみ 難民キャンプのこどもたち』 

 子供地球基金中部事務局／編 ポプラ社1999.9 児390 

コソボの紛争で祖国を追われ、難民キャンプで生活する子どもたちが描いた、悲惨な戦争の実態

と絵や作文、詩が紹介されています。子どもたちからの「平和への訴え」が心に響きます。 

 

『難民キャンプの子どもたち』 田沼 武能／著 岩波書店 2005.4 369.3 

世界の子どもを撮り続けてきた写真家が、中東・東ヨーロッパ、アジア、アフリカ各地域の難民キャ

ンプで暮らす子どもたちを撮影。収録されている多数の写真からは、子どもたちが、厳しい状況の中

でも懸命に生きる姿がみられます。 

『内戦の地に生きる フォトグラファーが見た「いのち」』 橋本 昇／著 岩波書店 2019.4 319 

海外の内戦、難民を取材してきた著者が、フォトグラファーとして見てきた様々な光景や人々につ

いて、見てきたままに伝えます。 

 

『パレスチナのちいさないとなみ 働いている、生きている』  

                高橋 美香／文・写真 皆川 万葉／文 かもがわ出版 2019.6 302.28 

紛争というつらい現実のなかでも、人々は暮らしています。生きるために働いているパレスチナの

人々、生活や人生を支える「仕事」について、考えます。 

 

『わたしは12歳、爆撃される悪夢を見る夜。 

紛争下でこころのケアを必要とする４億人の子どもたち』 

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン／著合同出版 2019.5 369.3 

紛争地の子どもたちの状況とその「こころのケア」の取組を紹介しています。爆撃にさらされるなど

紛争や災害が人々の暮らしと心身に何をもたらすのか、どんな支援ができるのかを考えます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日野図書館 テーマ「難民」 

多摩平図書館 テーマ「世界の紛争・内乱 ～そこに生きる人々～」 
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『ブックレット八王子空襲』  

八王子市郷土資料館／編 ［八王子市］生涯学習スポーツ部文化財課／編 

八王子市教育委員会 2005.7 217.5 

昭和２０年８月２日未明の空襲で八王子市街地の大部分は焼失しました。テニアン島からの１８０

機のＢ２９が焼夷弾を落とし、町は見渡す限り焼け野原となりました。戦争による身近な苦しみを風化

させないため刊行された書です。 

 

『ばぁばがえみーだったころ』 平田 恵美子／作  磯崎 主佳／絵 合同出版 2020.4 児童C2ﾋ  

沖縄のやんばるで生まれ育った著者（えみー）の小さい頃のおはなし。幸せだった家族とのくらし。

そして、戦争が始まります。戦争時代の経験を沖縄の言葉で伝えます。 

 

『沖縄戦を生きぬいた人びと』 吉川 麻衣子／著 創元社 2017.6 217.5 

 臨床心理士の著者が、500名以上の沖縄戦体験者と対話した記録です。これまで語れなかった

想いを心が揺れ動きながらも、次の世代に想いをつなぐために語ります。 

  
 

『タケノコごはん』 大島 渚／文 伊藤 秀男／絵  ポプラ社 2015.8 児童Pｲ  

さかいくんはケンカも強い子。お父さんが戦死した時も泣きませんでした。でも、弱い者いじめを

するようになりました。皆が大好きな担任の先生が戦争に行くことになった時、さかいくんの目に涙

が。文章は大島渚監督です。 

 

『戦争と平和のものがたり  5  「やわらかい手」 』 西本 鶏介／編  

 スズキ コージ／絵   （「やわらかい手」花岡 大学／著） ポプラ社 2015.3 児童C2 

 空襲の中、幼い妹の手を離してしまった罪悪感や、人間のいやらしさに目が行き、複雑な感情に

翻弄される順二。戦争は、生き残った者の心まで壊してしまいそうになるのだと思います。妹を想う

深い気持ちと空のすがすがしさに胸を打たれます。 

 

『ハンナの記憶』 長江 優子／著 講談社 2017.7 913.6/ﾅｶｴ 

 祖母と友人ハンナの戦争中の秘密の交換日記を読んだ葉菜子。日記は途中で終わっていた。

二人に何があったのかを辿るうちに、戦争がもたらすものを知る。人々の記憶に触れた葉菜子の、

一人ひとりの経験や思いを残したいという言葉が心に残ります。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平山図書館 テーマ「考えよう！戦争と平和について」 

百草図書館 テーマ「物語で知る平和と戦争」 
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  図書館に入った 新 し い 本 
5月 29日から 6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                                       

戦略読書 三谷 宏治／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 019 

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

世界哲学史 ６ 伊藤 邦武／責任編集 筑摩書房 102 

ミシェル・フーコー 内田 隆三／著 講談社 135.9 

よくわかる臨床心理学 完全カラー図解 岩壁 茂／監修 ナツメ社 146 

無意識がわかれば人生が変わる 「現実」は 4つのメンタルモデルからつくり出される 

前野 隆司／著 ワニ・プラス 146.8 

怠けてるのではなく、充電中です。 昨日も今日も無気力なあなたのための心の充電法 

ダンシングスネイル／著 CCCメディアハウス 159 

二枚腰のすすめ 鷲田清一の人生案内 鷲田 清一／著 世界思想社 159 

批判力 フェイクを見抜く最強の武器  

えらいてんちょう／著 実業之日本社 159 

御朱印でめぐる神奈川のお寺 『地球の歩き方』編集室／著 

 ダイヤモンド・ビッグ社 185.9 

聖書 聖書協会共同訳 日本聖書協会 193 

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

日本人と動物の歴史 日本人にとって動物とは何か  

實吉 達郎／著 カンゼン 210.4/ｻ 

発掘された日本列島 2020 新発見考古速報 文化庁／編 共同通信社 212 

関ケ原大乱、本当の勝者 白峰 旬／編著 朝日新聞出版 214.9 

避けられた戦争 一九二〇年代・日本の選択 油井 大三郎／著 筑摩書房 216.9 
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

パレスチナ人とイスラエル 中東百年紛争の「解」を求めて  

森戸 幸次／著 第三書館 228.5 

風刺画とジョークが描いたヒトラーの帝国 若林 悠／著 現代書館 234 

考証明智光秀 渡邊 大門／編 東京堂出版 281/ｱ 

イラストで学ぶ地理と地球科学の図鑑  

柴山 元彦／日本語版監修 創元社 290.1 

旅が好きだ！ 21人が見つけた新たな世界への扉  

河出書房新社／編 河出書房新社 290.9 

海外テーマ旅 今こそもっと自由に、気軽に行きたい！  

小林 希／著 幻冬舎 290.9 

日帰りウォーキング関東周辺 ２０２０-１ JTBパブリッシング 291 

47都道府県の純喫茶 愛すべき 110軒の記録と記憶  

山之内 遼／著 実業之日本社 291 

ほんとはかわいくないフィンランド 芹澤 桂／著 幻冬舎 293.86 

アメリカ横断我ら夫婦ふたり旅 14days  

山本 あり／著 産業編集センター 295.3 

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

中国は社会主義か 芦田 文夫／著 かもがわ出版 302.22 

香港と日本 記憶・表象・アイデンティティ 銭 俊華／著 筑摩書房 302.22 

ワイルドサイドをほっつき歩け ハマータウンのおっさんたち 

 ブレイディみかこ／著 筑摩書房 302.33 

大前研一 世界の潮流 2020ー21 大前 研一／著 プレジデント社 304/ｵ 

不条理を生きるチカラ コロナ禍が気づかせた幻想の社会  

佐藤 優／著 ビジネス社 304/ｻ 

3・11後の社会運動 8万人のデータから分かったこと  

樋口 直人／編著 筑摩書房 309 

悪党・ヤクザ・ナショナリスト 近代日本の暴力政治  

エイコ・マルコ・シナワ／著 朝日新聞出版 312.1 

地政学 奥山 真司／監修 新星出版社 312.9 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

新型コロナ、香港、台湾、世界は習近平を許さない  

福島 香織／著 ワニブックス 312.22 

投票権をわれらに 選挙制度をめぐるアメリカの新たな闘い 

 アリ・バーマン／著 白水社 314.95 

公文書危機 闇に葬られた記録 毎日新聞取材班／著 毎日新聞出版 317.6 

地方議員は必要か 3万 2千人の大アンケート  

NHKスペシャル取材班／著 文藝春秋 318.4 

知らないと恥をかく世界の大問題 11 池上 彰／著 KADOKAWA 319 

目に見えぬ侵略 中国のオーストラリア支配計画  

クライブ・ハミルトン／著 飛鳥新社 319.22 

人事の古代史 律令官人制からみた古代日本 十川 陽一／著 筑摩書房 322.1 

妻子のためのハッピー相続対策 いまできること。知っておくこと。  

菊谷 正人／監修 税務経理協会 324.7 

改正対応！株主総会のしくみと手続き 図解で早わかり  

森 公任／監修 三修社 325.2 

コロナ大不況後、日本は必ず復活する 高橋 洋一／著 宝島社 332.1 

国家と移民 外国人労働者と日本の未来 鳥井 一平／著 集英社 334.41 

今日からできる！小さな会社の SDGs  

事例がいっぱいですぐわかる！アイデア BOOK 村尾 隆介／著 青春出版社 335.1 

中小企業が本当に使える補助金ベスト 100 小泉 昇／著 自由国民社 335.3 

情報銀行ビジネス参入ガイド 利活用ビジネスから事業参入まで 

 森田 弘昭／著 翔泳社 336.1 

小さな会社の外国人活用の教科書 

 まもなく外国人労働者 200万人時代外国人活用が会社を成長させる！ 

 千葉 祐大／著 ぱる出版 336.4 

テレワーク大全 独自調査と徹底取材で導くアフターコロナ時代の働き方  

日経 BP総合研究所イノベーション ICTラボ／著 日経 BP 336.4 

小さな会社の総務・人事・経理の実務 ひとりでもすべてこなせる！  

近藤 仁／著 ナツメ社 336.5 

こんなにおもしろいファイナンシャルプランナーの仕事  

青野 雅夫／著 中央経済社 338.1 



10 

 

◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

図解わかる生命保険 2020-2021年版  

ライフプラン研究会／編著 新星出版社 339.4 

高校生のための税金入門 小塚 真啓／編著 三省堂 345 

海外オタ女子事情 劇団雌猫／著 KADOKAWA 361.5 

図解いちばん親切な年金の本 20-21年版 清水 典子／監修 ナツメ社 364.6 

コロナが加速する格差消費 分断される階層の真実  

三浦 展／著 朝日新聞出版 365 

1万人を面接した元・外資人事部長が教える英文履歴書の書き方・英語面接の受け方 

  鈴木 美加子／著 日本実業出版社 366.2 

業界と職種がわかる本 '22年版 自分に合った業界・職種をみつけよう！  

岸 健二／編 成美堂出版 366.2 

読書する女たち フェミニズムの名著は私の人生をどう変えたか  

ステファニー・スタール／著 イースト・プレス 367.2 

デンマークの女性が輝いているわけ 幸福先進国の社会づくり 

 澤渡夏代ブラント／著 大月書店 367.23 

街場の親子論 父と娘の困難なものがたり 内田 樹／著 中央公論新社 367.3 

目に見えない傷 ドメスティック・バイオレンスを知り、解決するために  

レイチェル・ルイーズ・スナイダー／著 みすず書房 367.3 

性転師 「性転換ビジネス」に従事する日本人たち  

伊藤 元輝／著 柏書房 367.6 

図解わかる定年前後の手続きのすべて 2020-2021年版  

中尾 幸村／著 新星出版社 367.9 

竹中四代目暗殺事件のヒットマン・長野修一 獄中書簡 356通全公開  

木村 勝美／著 かや書房 368.5 

加害者家族を支援する 支援の網の目からこぼれる人々  

阿部 恭子／著 岩波書店 368.6 

家族写真 3.11原発事故と忘れられた津波 笠井 千晶／著 小学館 369.3 

学校が子どもを殺すとき 「教える側」の質が劣化したこの社会で  

渋井 哲也／著 論創社 371.4 

部活魂！この文化部がすごい 読売中高生新聞編集室／著 筑摩書房 375.1 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

普通の主婦が東大大学院に合格して自分の人生を見つけた超勉強法  

ただっち／著 KADOKAWA 375.1 

教養学部 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 

PCITから学ぶ子育て 1日 5分で親子関係が変わる！育児が楽になる！  

加茂 登志子／著 小学館 376.9 

障害のある青年たちとつくる「学びの場」 ステキな人生を歩んでいくために  

伊藤 修毅／監修 かもがわ出版 378.6 

親子で話そう！性教育 子どもを性被害から守るために大切なこと  

浅井 春夫／監修 朝日新聞出版 379.8 

贈与の系譜学 湯浅 博雄／著 講談社 389 

肥満と脂肪の文化誌 クリストファー・E.フォース／著 東京堂出版 389 

イスラエル諜報機関暗殺作戦全史 上・下  

ロネン・バーグマン／著 早川書房 391.6 

KGBの男 冷戦史上最大の二重スパイ  

ベン・マッキンタイアー／著 中央公論新社 391.6 

沖縄米軍基地全史 野添 文彬／著 吉川弘文館 395 

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

とてつもない数学 永野 裕之／著 ダイヤモンド社 410.4/ﾅ 

最強に面白い！！数学 図形編 ニュートンプレス 414 

正多面体は本当に５種類か やわらかい幾何はすべてここからはじまる  

小林 吹代／著 技術評論社 414.1 

量子とはなんだろう 宇宙を支配する究極のしくみ 松浦 壮／著 講談社 429.1 

宇宙の始まりに何が起きたのか ビッグバンの残光「宇宙マイクロ波背景放射」 

杉山 直／著 講談社 443.9 

怖くて眠れなくなる地学 左巻 健男／編著 PHPエディターズ・グループ 450 

はじめて学ぶ大学教養地学 杉本 憲彦／著 慶應義塾大学出版会 450 

カビの取扱説明書 浜田 信夫／著 KADOKAWA 465.8 

はずれ者が進化をつくる 生き物をめぐる個性の秘密  

稲垣 栄洋／著 筑摩書房 467.5 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

外来生物のきもち 外来種って何でしょう  

大島 健夫／著 メイツユニバーサルコンテンツ 468 

科学の人種主義とたたかう 人種概念の起源から最新のゲノム科学まで  

アンジェラ・サイニー／著 作品社 469.6 

里山の地衣類ハンドブック 柏谷 博之／著 文一総合出版 474.9 

カラスはずる賢い、ハトは頭が悪い、サメは狂暴、イルカは温厚って本当か？ 

松原 始／著 山と溪谷社 481.7 

おどろきダンゴムシ図鑑 奥山 風太郎／著 幻冬舎 485.3 

THE FISH魚と出会う図鑑 長嶋 祐成／著 河出書房新社 487.5 

日本のカエル 48偏愛図鑑 東大生・さこの君のフィールドノート  

迫野 貴大／著 河出書房新社 487.8 

スマホを捨てたい子どもたち 野生に学ぶ「未知の時代」の生き方 

 山極 寿一／著 ポプラ社 489.9 

逝く人を支える ケアの専門職として、人生の最終章に寄り添う 

 玉置 妙憂／著 中央法規出版 490.14 

女と男なぜわかりあえないのか 橘 玲／著 文藝春秋 491.35 

つむじまがりの神経科学講義 小倉 明彦／著 晶文社 491.37 

よくわかる依存症 ゲーム、ネット、ギャンブル、薬物、アルコール  

榎本 稔／著 主婦の友社 493.74 

マンガ認知症 ニコ・ニコルソン／著 筑摩書房 493.75 

医者も親も気づかない女子の発達障害 家庭・職場でどう対応すればいいか  

岩波 明／著 青春出版社 493.76 

空気を読みすぎる子どもたち 子どもの本音をイラスト図解！ 

 古荘 純一／監修 講談社 493.93 

腎臓病の基本の食事 おいしく減塩&低たんぱく  

富野 康日己／監修 学研プラス 494.93 

APD「音は聞こえているのに聞きとれない」人たち  

聴覚情報処理障害(APD)とうまくつきあう方法 小渕 千絵／著 さくら舎 496.6 

高岡式超最強の疲労回復法 高岡 英夫／著 カンゼン 498.3 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

心を壊さない生き方 超ストレス社会を生き抜くメンタルの教科書 

 Testosterone／著 文響社 498.39 

食品添加物はなぜ嫌われるのか  食品情報を「正しく」読み解くリテラシー  

畝山 智香子／著 化学同人 498.51 

ウイルス VS人類 瀬名 秀明／著 文藝春秋 498.6 

感染を恐れない暮らし方 新型コロナからあなたと家族を守る医食住 50 の工夫 

本間 真二郎／著 講談社ビーシー 498.6 

幻覚剤は役に立つのか マイケル・ポーラン／著 亜紀書房 499.15 

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

よくわかる最新センサ技術の基本と仕組み  

IoTに不可欠なセンサデバイスを知る 松本 光春／著 秀和システム 501.2 

科学技術の失敗から学ぶということ リスクとレジリエンスの時代に向けて  

寿楽 浩太／著 オーム社 502 

中国、科学技術覇権への野望 宇宙・原発・ファーウェイ  

倉澤 治雄／著 中央公論新社 509.1 

公共事業が日本を救う 「コロナ禍」を乗り越えるために  

藤井 聡／著 育鵬社 510.9 

ダム大百科 国土を造る巨大構造物を見る・知る・楽しむ！ 

 萩原 雅紀／監修 実業之日本社 517.7 

よくわかる最新都市計画の基本と仕組み 新しい「都市計画とまちづくり」の教科書 

五十畑 弘／著 秀和システム 518.8 

海と地域を蘇らせるプラスチック「革命」 グンター・パウリ／著 日経 BP 519 

海洋プラスチック 永遠のごみの行方 保坂 直紀／著 KADOKAWA 519.4 

民家を知る旅 日本の民家見どころ案内 日本民俗建築学会／編 彰国社 521 

決定版 5G 2030年への活用戦略 片桐 広逸／著 東洋経済新報社 547.5 

サイバーハラスメント 現実へと溢れ出すヘイトクライム  

ダニエル・キーツ・シトロン／著 明石書店 548.3 

働き方 5.0 これからの世界をつくる仲間たちへ 落合 陽一／著 小学館 548.3 

脱自己流の資料作成術 伝わるデザインと図解作成 

テクニック 山橋 美穂／著 ナツメ社 548.4 
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◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 

文系でもはじめてでも稼げる！プログラミング副業入門  

日比野 新／著 ソシム 548.5 

よくわかる最新めっきの基本と仕組み 防食・装飾・電導、現場の技術がわかる 

土井 正／著 秀和システム 566.7 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

民警 猪瀬 直樹／著 小学館 673.9 

「コミュニティ」づくりの教科書 ファンをはぐくみ事業を成長させる  

河原 あず／著 ダイヤモンド社 675 

貿易実務がぜんぶ自分でできる本 知識ゼロでも大丈夫！！ 

 木村 雅晴／著 ソシム 678.4 

私鉄車両年鑑 2020 イカロス出版 686.21 

テレビの荒野を歩いた人たち ペリー荻野／著 新潮社 699.21 

人気ラジオ番組完全ガイド 2020 晋遊舎 699.6 

麒麟がくる 後編 池端 俊策／ほか作 NHK出版 699.9 

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

サーカスが燃えた 佐々木 譲／文 角川春樹事務所 726.5 

コンセプトが伝わるデザインのロジック  

OCHABI Institute／著 ビー・エヌ・エヌ新社 727 

家族写真の魔法 森藤 ヒサシ／著 WAVE出版 740 

これだけは知っておきたいポートレート撮影の基本  

河野 鉄平／著 エムディエヌコーポレーション 743.4 

人生、捨てたもんやない やしきたかじんが遺したことば  

やしき たかじん／著 扶桑社 767.8 

BTS を読む なぜ世界を夢中にさせるのか キム ヨンデ／著 柏書房 767.8 

世界▷夢の映画旅行 Filmarks／映画選定 パイインターナショナル 778.2 

怖い映画 町山智浩のシネマトーク 町山 智浩／著 スモール出版 778.2 

新・映画道楽 ちょい町哀歌 鈴木 敏夫／著 KADOKAWA 778.21 

映画の匠野村芳太郎 野村 芳太郎／著 ワイズ出版 778.28/ﾉ 

AUDREY STYLE 飾らない生き方 クレヴィス 778.28/ﾍ 
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

ユニセフ「子どもの権利とスポーツの原則」実践のヒント  

その指導、子どものため？おとなのため？  

日本ユニセフ協会「子どもの権利とスポーツの原則」起草委員会／編 明石書店 780 

アスリートのための解剖学 トレーニングの効果を最大化する身体の科学  

大山 卞 圭悟／著 草思社 780.1 

基礎から学ぶ！スポーツ救急医学  

輿水 健治／著 ベースボール・マガジン社 780.1 

10代スポーツ選手のためのパーソナルフードトレーニング  

最先端の栄養学に基づく新しい食事バイブル 三戸 真理子／著 カンゼン 780.1 

魔法のピラティス みるみる美ボディ B-LIFE／著 実業之日本社 781 

薬物依存症 清原 和博／著 文藝春秋 783.7 

世界標準のスイングが身につく科学的ゴルフ上達法 実践編  

板橋 繁／著 講談社 783.8 

健康なカラダをつくる水泳のポイントゆったり長く泳ぐ  

己抄呼／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 785.2 

萩原編集長危機一髪！ 今だから話せる遭難未遂と教訓  

萩原 浩司／著 山と溪谷社 786.1 

散歩の達人日帰り山さんぽ 首都圏充実の 30コース 交通新聞社 786.1 

はじめてのキャンプ for ファミリー 関東・首都圏発 昭文社 786.3 

さかな・釣り検索 「特徴仕掛けさばき方」が分かる 672頁超図鑑  

つり人社／編 つり人社 787.1 

栗村修のいちばん身につく最強ロードバイクトレーニング  

栗村 修／著 宝島社 788.6 

指導のプロ直伝！初段の力がつく囲碁・基本問題集  

足立 泰彦／著 マイナビ出版 795 

鬼手事典 平成のこの一手 高橋 道雄／著 創元社 796 

 

８００ 語学                                                        

翻訳の授業 東京大学最終講義 山本 史郎／著 朝日新聞出版 801.7 

声の文化を楽しむ 朗読のすすめ 好本 惠／著 日外アソシエーツ 809.4 
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◆◆◆８００ 語学（つづき）◆◆◆ 

ことばの危機 大学入試改革・教育政策を問う 阿部 公彦／著 集英社 810.7 

レポート・論文をさらによくする「引用」ガイド  

佐渡島 紗織／著 大修館書店 816.5 

マレーシア語 JTBパブリッシング 829.42 

英語イディオム英熟語語源辞典 語源とイラストでスラスラ覚える  

清水 建二／著 講談社 834 

英熟語図鑑 お勉強感ゼロで身につく 清水 建二／著 かんき出版 834.4 

ニューエクスプレスプラス 現代ギリシア語 木戸 雅子／著 白水社 891 

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

暮らしの古典歳時記 吉海 直人／著 KADOKAWA 910.2 

俳句入門 五七五で毎日が変わる！ 堀本 裕樹／監修 朝日新聞出版 911.3 

基礎からわかるはじめての俳句上達のポイント  

上野 貴子／著 メイツユニバーサルコンテンツ 911.3 

ローリング・ソング/地球防衛軍苦情処理係 鴻上 尚史／著 論創社 912.6/ｺ 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

あめつちのうた 朝倉 宏景／著 講談社 913.6/ｱｻｸ 

鶴屋南北の殺人 芦辺 拓／著 原書房 913.6/ｱｼﾍ 

男鹿半島北緯 40度の殺人 梓 林太郎／著 実業之日本社 913.6/ｱｽｻ 

紅蓮浄土 石山合戦記 天野 純希／著 KADOKAWA 913.6/ｱﾏﾉ 

全部ゆるせたらいいのに 一木 けい／著 新潮社 913.6/ｲﾁｷ 

邦人奪還 自衛隊特殊部隊が動くとき 伊藤 祐靖／著 新潮社 913.6/ｲﾄｳ 

ボニン浄土 宇佐美 まこと／著 小学館 913.6/ｳｻﾐ 

遺品博物館 太田 忠司／著 東京創元社 913.6/ｵｵﾀ 

漣のゆくえ とむらい屋颯太 梶 よう子／著 徳間書店 913.6/ｶｼ 

本好きの下剋上 ５部[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 

不良 北野 武／著 集英社 913.6/ｷﾀﾉ 

生かさず、殺さず 久坂部 羊／著 朝日新聞出版 913.6/ｸｻｶ 

晴れ、時々くらげを呼ぶ 鯨井 あめ／著 講談社 913.6/ｸｼﾗ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

代表取締役アイドル 小林 泰三／著 文藝春秋 913.6/ｺﾊﾔ 

夜の向こうの蛹たち 近藤 史恵／著 祥伝社 913.6/ｺﾝﾄ 

黙示 今野 敏／著 双葉社 913.6/ｺﾝﾉ 

家族じまい 桜木 紫乃／著 集英社 913.6/ｻｸﾗ 

会いに行って 静流藤娘紀行 笙野 頼子／著 講談社 913.6/ｼﾖｳ 

語らいサンドイッチ 谷 瑞恵／著 KADOKAWA 913.6/ﾀﾆ 

奈落で踊れ 月村 了衛／著 朝日新聞出版 913.6/ﾂｷﾑ 

商う狼 江戸商人杉本茂十郎 永井 紗耶子／著 新潮社 913.6/ﾅｶｲ 

つながりません スクリプター事件 File  

長岡 弘樹／著 角川春樹事務所 913.6/ﾅｶｵ 

さようなら竜生、こんにちは人生 １９  

永島 ひろあき／著 アルファポリス 913.6/ﾅｶｼ 

ヒポクラテスの試練 中山 七里／著 祥伝社 913.6/ﾅｶﾔ 

鈴木家の噓 野尻 克己／著 ポプラ社 913.6/ﾉｼﾘ 

あしたの華姫 畠中 恵／著 KADOKAWA 913.6/ﾊﾀｹ 

慶喜と隆盛 美しい国の革命 福井 孝典／著 作品社 913.6/ﾌｸｲ 

ほたる茶屋 千成屋お吟 藤原 緋沙子／著 KADOKAWA 913.6/ﾌｼﾊ 

皆川博子長篇推理コレクション ２ 皆川 博子／著 柏書房 913.6/ﾐﾅｶ 

きたきた捕物帖 宮部 みゆき／著 PHP研究所 913.6/ﾐﾔﾍ 

おいしくて泣くとき 森沢 明夫／著 角川春樹事務所 913.6/ﾓﾘｻ 

月の客 山下 澄人／著 集英社 913.6/ﾔﾏｼ 

憂き夜に花を 吉川 永青／著 中央公論新社 913.6/ﾖｼｶ 

夏の速度 小説 四方田 犬彦／著 作品社 913.6/ﾖﾓﾀ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

毎日、ふと思う １９ 帆帆子の日記 浅見 帆帆子／著 廣済堂出版 914.6/ｱｻﾐ 

東京の面影 安藤鶴夫随筆傑作選 安藤 鶴夫／著 幻戯書房 914.6/ｱﾝﾄ 

サルデーニャの蜜蜂 内田 洋子／著 小学館 914.6/ｳﾁﾀ 

身のある話と、歯に詰まるワタシ 尾崎 世界観／著 朝日新聞出版 914.6/ｵｻｷ 

曼荼羅家族 「もしかして VERY失格！？」完結編  

小島 慶子／著 光文社 914.6/ｺｼﾏ 
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◆◆◆９１４．６～９１７ 日本のエッセイ（つづき）◆◆◆ 

正直、旅は僕らのコントより面白い 世界一周コンビ旅  

春道／著 産業編集センター 914.6/ﾊﾙﾐ 

村上 T 僕の愛した Tシャツたち 村上 春樹／著 マガジンハウス 914.6/ﾑﾗｶ 

きものが着たい 群 ようこ／著 KADOKAWA 914.6/ﾑﾚ 

The Young Women's Handbook 女の子、どう生きる？  

山内 マリコ／著 光文社 914.6/ﾔﾏｳ 

君たちにサンタは来ない 朝田 寅介／著 ヨシモトブックス 916/ｱｻﾀ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

三体 ２ 上・下 劉 慈欣／著 早川書房 923/ﾘ 

慵斎叢話 15世紀朝鮮奇譚の世界 野崎 充彦／著 集英社 929.1/ｿ 

フラッシュ 或る伝記 ヴァージニア・ウルフ／著 白水社 933/ｳ 

わたしの全てのわたしたち  

サラ・クロッサン／著 ハーパーコリンズ・ジャパン 933/ｸ 

賢者たちの街 エイモア・トールズ／著 早川書房 933/ﾄ 

蜜のように甘く イーディス・パールマン／著 亜紀書房 933/ﾊ 

余生と厭世 アネ・カトリーネ・ボーマン／著 早川書房 949.7/ﾎ 

彼女たちの部屋 レティシア・コロンバニ／著 早川書房 953/ｺ 

天使のいる廃墟 フリオ・ホセ・オルドバス／著 東京創元社 963/ｵ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

処女のまま死ぬやつなんていない、みんな世の中にやられちまうからな  

葵 遼太／著 新潮社 BN/ｱｵ 

花嫁をガードせよ！ 赤川 次郎／著 実業之日本社 BN/ｱｶ 

悪女列車 安達 瑤／著 実業之日本社 BN/ｱﾀ 

兄妹氷雨 研ぎ師人情始末 5 稲葉 稔／著 光文社 BN/ｲﾅ 

足軽小頭仁義 三河雑兵心得 3 井原 忠政／著 双葉社 BN/ｲﾊ 

警視庁公安部第二資料係天野傑 今宮 新／著 徳間書店 BN/ｲﾏ 

布石 百万石の留守居役 15 上田 秀人／著 講談社 BN/ｳｴ 

鹿の王 水底の橋 上橋 菜穂子／著 KADOKAWA BN/ｳｴ 

黄昏の決闘 若鷹武芸帖 6 岡本 さとる／著 光文社 BN/ｵｶ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

音わざ吹き寄せ 音四郎稽古屋手控 奥山 景布子／著 文藝春秋 BN/ｵｸ 

鴨川食堂もてなし 柏井 壽／著 小学館 BN/ｶｼ 

100文字 SF 北野 勇作／著 早川書房 BN/ｷﾀ 

最後の夜 大江戸木戸番始末 13 喜安 幸夫／著 光文社 BN/ｷﾔ 

かえり花 お江戸甘味処谷中はつねや 倉阪 鬼一郎／著 幻冬舎 BN/ｸﾗ 

寄り添い花火 薫と芽衣の事件帖 倉本 由布／著 早川書房 BN/ｸﾗ 

拝み屋怪談 幽魂の蔵 郷内 心瞳／著 KADOKAWA BN/ｺｳ 

月夜の牙 義賊・神田小僧 2 小杉 健治／著 幻冬舎 BN/ｺｽ 

杜子春の失敗 名作万華鏡 芥川龍之介篇 小林 泰三／著 光文社 BN/ｺﾊ 

更衣(きさらぎ)ノ鷹 上・下 居眠り磐音 31・32  決定版   

佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

若君の覚悟 公家武者信平 8 佐々木 裕一／著 講談社 BN/ｻｻ 

弟切草 小烏神社奇譚 篠 綾子／著 幻冬舎 BN/ｼﾉ 

迷い熊繫ぐ 長屋道場騒動記 7 芝村 凉也／著 双葉社 BN/ｼﾊ 

ダブルジェイ 警視庁公安 J 6 鈴峯 紅也／著 徳間書店 BN/ｽｽ 

不撓不屈 高杉 良／著 文藝春秋 BN/ﾀｶ 

駆ける百合 上絵師律の似面絵帖 6 知野 みさき／著 光文社 BN/ﾁﾉ 

剣鬼と盗賊 剣客同心親子舟 7 鳥羽 亮／著 角川春樹事務所 BN/ﾄﾊ 

札幌駅殺人事件 西村 京太郎／著 講談社 BN/ﾆｼ 

ひとめぼれ 「まんまこと」シリーズ 6 畠中 恵／著 文藝春秋 BN/ﾊﾀ 

潮騒はるか 葉室 麟／著 幻冬舎 BN/ﾊﾑ 

白馬山荘殺人事件 東野 圭吾／著 光文社 BN/ﾋｶ 

謀略の兆し 御庭番の二代目 13 氷月 葵／著 二見書房 BN/ﾋｽ 

千弥の秋、弥助の冬 妖怪の子預かります 10  

廣嶋 玲子／著 東京創元社 BN/ﾋﾛ 

再縁話 新・知らぬが半兵衛手控帖 10 藤井 邦夫／著 双葉社 BN/ﾌｼ 

増山超能力師大戦争 誉田 哲也／著 文藝春秋 BN/ﾎﾝ 

あやかし草紙 三島屋変調百物語伍之続 宮部 みゆき／著 KADOKAWA BN/ﾐﾔ 

北の邪宗門 北風侍寒九郎 4 森 詠／著 二見書房 BN/ﾓﾘ 

 

 



20 

 

◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

出張料理人ぶたぶた 矢崎 存美／著 光文社 BN/ﾔｻ 

さち子のお助けごはん 山口 恵以子／著 潮出版社 BN/ﾔﾏ 

花髑髏 横溝 正史／著 KADOKAWA BN/ﾖｺ 

怪盗黒猫 1 和久田 正明／著 二見書房 BN/ﾜｸ 

伊勢海老恋し 料理人季蔵捕物控 39 和田 はつ子／著 角川春樹事務所 BN/ﾜﾀ 

短篇ベストコレクション 2020 現代の小説 日本文藝家協会／編 徳間書店 BN 

不連続な四つの謎 『このミステリーがすごい！』大賞作家傑作アンソロジー  

海堂 尊／著 宝島社 BN 

家が呼ぶ 物件ホラー傑作選 朝宮 運河／編 筑摩書房 BN 

日本推理作家協会賞受賞作家傑作短編集 １０ 双葉社 BN 

悪の分身船(ドッペルゲンガー)を撃て！ 上・下  

クライブ・カッスラー／著 扶桑社 B/ｶﾂ 

呪われた町 上・下 スティーヴン・キング／著 文藝春秋 B/ｷﾝ 

警視の謀略 デボラ・クロンビー／著 講談社 B/ｸﾛ 

シェイクスピア全集 ３２ シェイクスピア／著 筑摩書房 B/ｼｴ 

博士を殺した数式 ノヴァ・ジェイコブス／著 早川書房 B/ｼｴ 

消えた心臓/マグヌス伯爵 M.R.ジェイムズ／著 光文社 B/ｼｴ 

ほら吹き男爵の冒険 ビュルガー／著 光文社 B/ﾋﾕ 

その手を離すのは、私 クレア・マッキントッシュ／著 小学館 B/ﾏﾂ 

念入りに殺された男 エルザ・マルポ／著 早川書房 B/ﾏﾙ 

大気工場の反乱 宇宙英雄ローダン・シリーズ 619  

H.G.エーヴェルス／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

ネガ・プシの虹 宇宙英雄ローダン・シリーズ 618  

クラーク・ダールトン／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

ドリトル先生のサーカス 新訳 ヒュー・ロフティング／著 KADOKAWA B/ﾛﾌ 

ドリトル先生の郵便局 新訳 ヒュー・ロフティング／著 KADOKAWA B/ﾛﾌ 

 

Ｔ 暮らし                                                

小さな葬儀とお墓選び・墓じまい 実際の進め方と手続き・費用がわかる 64項  

大野屋テレホンセンター／監修 自由国民社 T0 
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

まだ間に合う！50歳からのお金の基本  

坂本 綾子／著 エムディエヌコーポレーション T0 

かんたんで着心地のよいワンピース&チュニック  

ハンドメイドで自分らしい夏服を ブティック社 T11 

和裁図解でわかる袷のきものの縫い方  

山崎 正子／著 講談社エディトリアル T12 

カンタン！かぎ針編み  

お掃除はおまかせ！お手伝いワンちゃんのエコたわし100+25 アップルミンツ T13 

連続模様で楽しむはじめてのこぎん刺し  

ひとつでも、組み合わせでもひろがるデザイン 日本文芸社／編 日本文芸社 T15 

毎日持ちたい帆布のバッグ シンプルで機能的  

吉本 典子／著 日本ヴォーグ社 T19 

身のまわりのものでできる手作りマスク ENGLISH&JAPANESE  

寺西 恵里子／著 日東書院本社 T19 

猫と暮らしている人のやさしくわかる防災と避難  

小林 元郎／監修 ナツメ社 T3 

世界の郷土料理事典  

全世界各国・300地域料理の作り方を通して知る歴史、文化、宗教の食規定 

 青木 ゆり子／著 誠文堂新光社 T41 

野菜が長持ち&使い切るコツ、教えます！ 食品ロスをなくして節約！  

島本 美由紀／著 小学館 T41 

台湾オニギリ 山脇 りこ／著 主婦の友社 T42 

調味料保存&使い切りのアイデア帖  

島本 美由紀／著 パイインターナショナル T43 

こねずにできるふんわりもちもちフォカッチャ はじめてでも簡単！  

池田 愛実／著 家の光協会 T45 

おいしいサブレの秘密 下園 昌江／著 文化学園文化出版局 T46 

ユイミコの和スイーツ おうちカフェでおもてなし  

ユイミコ／著 世界文化社 T46 

暮らしやすい家づくり 家事がとことんラクになる  

本多 さおり／著 PHPエディターズ・グループ T5 
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

図解でわかる！エアコン 1台で心地よい家をつくる方法 現行省エネ基準対応版 

岡田八十彦／監修 エクスナレッジ T5 

ベランダで楽しむ！おいしいコンテナ野菜づくり成功のポイント 70 

 ふじ えりこ／著 メイツユニバーサルコンテンツ T6 

育児書が教えてくれない育児のホント 妊娠から 1歳までのリアル体験談  

あざみ／著 日本実業出版社 T8 

子育ての悩みに今すぐ役立つ Q&A ６８  

モンテッソーリで解決！ 田中 昌子／著 講談社 T9 

子どもが片づけしたくなる 104 のアイディア おうち子育てのヒントいっぱい！ 

小堀 愛生／著 文化学園文化出版局 T9 

 

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

減価償却資産の耐用年数表 令和２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                                                

現代用語の基礎知識 増刊×NEWS版  

現代用語検定協会／監修 自由国民社 R031 

オックスフォードイスラームの辞典 John L.Esposito／編集 朝倉書店 R167 

外資系企業総覧 2020 東洋経済新報社 R335.4 

日本国勢図会 2020/21 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 2020 気象庁／編集 研精堂印刷 R451 
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『フジモトマサルの仕事』 

コロナ・ブックス編集部／編 平凡社 2020.4 

夜中にひとり目覚める。さっきまで見ていた夢はもう追いつけないところまで行っ

てしまった。眠りなおすことも現実に戻ることもできず、しばらくはこのすきまにい

るしかないとぽつねんと佇むあの感覚。フジモトマサルさんの作品にふれると、そん

な夜の空気を思い出す。 

2015年に逝去された、漫画家兼イラストレーターのフジモトマサルさん。この本に

は、彼の手掛けた仕事や人柄が垣間見えるエッセイなどが詰まっている。さらに、一

緒に仕事をした村上春樹さん、長嶋有さんらによる寄稿も収録されている。初めて知

る人にも、以前から好きだった人にもおすすめしたい 1冊だ。 

寄稿の中で、糸井重里さんが彼の画について「懐かしくも親しくてしかも夜の匂い

がするものだった」と書いていた。自分以外にも真夜中に起きている人を見つけた時

のような喜びを感じた後、なんとなく少し寂しくなった。（S） 

 

---------------- 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） 

 

図書館員の本箱 
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曜日 時間 駐車場 住所 8 月 9 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 

6 日 

 

20 日  

3 日 

 

17 日  

11：25～11：55 水車公園 万願寺 2-28 

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 

10：10～10：35 新坂下公園 新町 3-18-7 

7 日 

 

21 日  

4 日 

 

18 日 

10：45～11：10 栄町二丁目アパート 栄町 2-25 

11：25～11：50 大坂西公園 大坂上 1-14-4 

14：10～14：30 小構コーポ佐野前 日野台 1-3-7 

14：40～15：05 緑ヶ丘公園 日野台 2-33-1 

15：20～15：50 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 

23 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

13 日   

 

27 日  

 

 

10 日 

 

24 日 

   

  

11：15～11：45 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 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。  

 


