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２０２０年 9月 №253 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

９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、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） 
7日・14日・28日 

市政図書室（日曜日・祝日） 6日・13日・20日・21日・22日・27日 

 

今月のひろば 

P.2 読書調査報告（２）…連載中です  

P.6 「あたらしいほん」（児童の本）を一部紹介します 

P.8 はじまりの読書会 

P.9 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 

 

祝日 9/21（月）・9/22（火）
は開館します！ 

（市政図書室は除く） 
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  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、

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きました。 

約 2,300 件の回答が寄せられ、現在、集計作業をすすめているところです。 皆様と分

かち合いたく、報告を連載しております。報告（１）では、図書館ホームページ回答より、一

部を紹介させていただきました。今回は、移動図書館ひまわり号および中央図書館に寄せ

られた回答より、一部を紹介させていただきます。 

（後日、全てをまとめて報告書として残したいと考えています。日野市民はすごい！） 

 

 移動図書館ひまわり号回答より  

■心が満され、癒されること。そして希望と夢を与えて戴ける読書。いつも好奇心全開でい

たいので、良い本に出会える楽しみを温めております。移動図書館に感謝しております。あ

りがとうございます。（60代） 

■私にとって読書は生活の一部になっています。そして今回のコロナ禍で外出自粛の折り

本が読めることは幸せなことです。常日頃読みたいと思っている本をリクエストすると他市か

らも取り寄せていただけるのはとっても有難いです。図書館が臨時休館になりましたが、休

館になる以前にリクエストした本が借りることが出来て嬉しかったです。移動図書館ひまわり

号をよく利用させてもらっていますが、便利で助かっています。職員の方も親切にして頂き

いつもありがとうございます。（70才以上） 

 

 中央図書館回答より  

■私にとって本は親友です。（小学４年生） 

■昔より電子機器等が普及されてきた中で、読書は昔から受け継がれてきた素晴らしい物

だと思います。私より年上の方も、年下の方も、読書にふれ、たしなんでほしいと思います。

（中学２年生） 

 

■学校がない長期休みには図書館にいく曜日を決めて生活のリズムを整えてきた人生だ

ったので、今回、学校はオンライン授業で図書館には行けない！という状況は個人的にと

てもつらいものがありました。いつかまた図書館が開いた時、読みたい本はなんだろう、と考

えながらどきどきと本の予約をする体験は初めてでした。（もうないといいですね。）予約図

書が受け取れたことも嬉しかったのですが、開架式が戻ってきたこと、目的なく本棚を渡り

歩いて良くなったことも感動でした。まだまだ安心はできませんが、少しずつ図書館が戻っ

読書調査報告（２）…しばらく連載します 読書調査報告（２）…連載中です 
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てきたことが嬉しいです。以前より頻度は減らしつつ、（今年は卒論もあるので！）図書館の

ある生活を取り戻していきたいです。マスクや消毒など、万全の対策をありがとうございます。

どうか無理をせず、みなさま体調には十分お気をつけてください。（20代） 

■私は小さい頃から、恐らく自分でも覚えていない頃から本を読むことが好きでした。中央

図書館にも足しげく通っていて、父の図書カードを使い本好きの父と共に本を借りて読ん

でいました。小学校２年生の時、近所に住んでいた好きな男の子と一緒に中央図書館の児

童書コーナーでお互いのオススメの本について話したこともありました。その時に男の子の

すすめで図書カードをはじめて作った思い出は今でも忘れず大切に残してあります。大人

になった現在も読書が好きで、知識や情報を得るために本を借りて読むことはもちろん、子

どもの時のようにワクワクしながら本を読むことを楽しみたいと思い児童書コーナーに行って

読むこともあります。子どもの時に児童書コーナーで座って読んでいた椅子もこんなに小さ

かったんだとびっくりしました。 

この度、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、図書館が休館となり、身近だった図書館

が閉まり本が読めなくなるということはとても辛いことでした。このため、身近で気軽に本が

読める場所・環境がある図書館の大切さとありがたさを改めて感じることができました。今、

読書離れであったり、紙の本が電子書籍にとって変わられる時代にあります。私の周りでも

あまり読書をしない人であったり、私自身電子書籍を利用することもあります。しかし、それ

でも私は紙の本でページをめくり本の世界に没頭することが好きなので、色んな本に出会

える図書館という環境は大切だと思います。それは図書館という場所が私にとってたくさん

の経験と思い出がつまっているからこそ思うのです。これからも時代の変化による影響をい

ろいろと受けるかもしれませんが、私にとって本を読むこと、また図書館という居場所が拠り

所であります。これからも図書館をぜひ利用し続けて、たくさんのおもしろい本と出会いたい

と思います。（20代） 

 

■毎週のように子供と図書館に通っていたので、突然の閉館で新しい本が読めなくなるの

は親子共々とても残念でした。気になる本を全て買って読む訳にもいかないので、図書館

で様々なジャンルの本に出会えるのが日々の楽しみです。子供たちも“自分の好きそうな

本”を見つけるのがとても上手になりました。今後もコロナ等でやむなく図書館が利用できな

くなる状況があるかもしれませんが、できる限り本が借りられるよう、対策をして対応していた

だけると嬉しいです。（30代） 

■子どもが生まれてたくさん本を読んでいます。子どもにも本を楽しんでもらいたいと思い

たくさん読みきかせをしています。まだ言葉をはなせないので、どんな本が好みなのかわか
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りません。そんな時、図書館で様々な本をかりられることはとてもありがたいです。つい大人

の目線でえらんでかたよりがちになってしまいますが、タイトルや表紙のイラストで選書する

と、時にあらたな発見があり、とてもおもしろいです。図書館があいていないという非日常が

とても恐怖に感じましたが、またこうやって図書館に行くことができてとてもうれしいです。ま

た落ちついたら、読み聞かせのイベントなどに参加させていただきたいと思います。（30代） 

 

■値段が高くて買えない本や、古い本で欲しいと思った本が検索すると必ずあって、図書

館は本当にありがたいです。（40代） 

■自分にとって一番好きな場所である図書館が休館している間、そわそわしている自分が

いました。本が読みたいということもそうですが、本に触れている時間が減ってしまうことに

恐怖すら感じました。ボランティアでずっと読み聞かせをしていますが、子供たちとの読み

聞かせの時間もなくなってしまったり、残念な気持ちでいました。本に残存するウイルスも０

（ゼロ）ではないので、勤め先の保育園では本も除菌しています。手軽に、気楽に手に出来

るはずのものが、ピリピリしながら手にしなくてはいけない状況。少しずつ、開館されたり、本

にまた親しめる環境が整いつつあります。休館中、図書館を守って下さった全ての方に感

謝したいです。そして、一ページ一ページ、大切に、手に取れる喜びを感じながら本とふれ

あっていけたらと思っています。普段から読書量は多い方ですが、休校中に将棋に目覚め

た息子の影響で将棋に関する書籍も沢山読みました（息子と対戦してもまだ負けてますが

…）。一日も早く収束しますように…（40代） 

 

■小説、実用書、普段手にとらない分野の本も読む機会を下さる、とても大切な場所です。

今まで経験したことのない日々の不安が焦るようなニュースばかりだった自粛期間に、平常

心を保つことができるアイテムが本です。目にも優しいです（50代） 

■どこかの書店のキャッチフレーズではないですが、まさしく「本は心の旅路」だなと思いま

す。知らなかったことを知り、いろんな空想をしながら読む。本を読む時間は、至福の時だと

言えます。小学生の頃は地域にまわってくる「ひまわり号」で（外に出された箱の中から本を

選ぶのが楽しみでした）、今は書店では手に取らないような本も読むことができる図書館に

感謝しています。ずいぶん前に『移動図書館ひまわり号』を読みました。先人たちのいろん

な苦労の末、今があるのだなと思いました。ほんとうにありがとうございますと言いたいです。

これからもよろしくお願いします。（50代） 
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■家から近い場所に中央図書館があり、助かります。子供の頃から本好きなので、本はなく

てはならないものです。本に命を助けられたこともあります。私の夢はいつか自分の作った

絵本が図書館の棚に並ぶことです。いつもありがとうございます。（60代） 

■豊かな人生の大きな支えだと思う。人間の文化遺産の宝庫とも、また心の支えにもなるも

の。特に、図書館は、その読書をするための情報源、必要とする本を提供かつ紹介する機

能を有する、重要な機関だと思う。この期間中、有意義に過ごせたのも、読書ができたから

である。読書したい本を予約してそろえていただき感謝。読みたい本をリクエストすればよ

いシステムをつくっていただいて感謝。たくさんの感謝を図書館活動を支えていられる方々

にささげます。コロナ禍中も、開館し続けて下さり、有難うございました。（60代） 

■いつも利用させてもらっています。図書館は私の好きな場所です。１冊の本から違うジャ

ンルや他の著者へと広がっていきます。又、自分の精神状態や置かれている環境で読み

たい本は変っていきます。それを手助けしてくれるのが図書館だと思います。好きな作家さ

んの新しい本が入っていると、思わず「ラッキー」と小さくガッツポーズします。年々、目も頭

も衰えていき、少し前に読んだ本の内容も憶えているのが怪しくなっていくこのごろですが、

読んでいる時間本の中にいる自分に満足しています。これから先、あと何冊の本が読める

かわかりませんが、今後も図書館を大いに利用させて頂きたいと思っています。（60代） 

 

■自宅の本棚がすでに一杯で、本を買う余地がなく図書館の本なら読んだら返せるし、入

門から専門書まであるのでありがたい。（70才以上） 

■新型コロナウイルス自粛期間中は全てに意欲がなくなりました。東京アラート解除後は、

飢えるように図書館の本を借り、夜中の２時３時頃まで読みました。読書の気持に占める充

足感は大変大きなものがありますね。（70才以上） 

■本を通じて自分とは異なる考え方や行動の人と接する事ができるが、図書館は幅広い作

者の本を自由に選択できるので、非常に魅力的です（70才以上） 

■図書館へ行き、読みたい本を探すのが楽しみです。（70才以上） 
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Ｐタ『うみのあじ』 

たけがみ たえ／さく 

あかね書房 2019 

 いぬのべらは、はじめてのうみにやっ

てきました。うみのみずはしょっぱく

てにがくて、でも、いろんなだしがきい

ているみたい。なかにはなにがあるの

でしょうか。 
 

 

Ｐハ『フランクリンとルナ、 
         本のなかへ』 

ジェン・キャンベル／ぶん  

ケイティ・ハーネット／え  

横山 和江／やく ＢＬ出版 2019 
  

ドラゴンのフランクリンと女の子のル

ナは、本がだいすき。二人は町はずれの

本やさんでハプニングにまきこまれ、ふ

しぎな本のなかへとはいってしまいま

す。 
 

「あたらしいほん」（児童の本）を一部紹介します 

Ｐラ『たてる こうじのえほん』 

サリー・サットン／さく  

ブライアン・ラブロック／え  

あらや しょうこ／やく 福音館書店 

 2019 
  

「たてる」工事はあなをほることから。 

さあ、どんなたてものができるのか

な？ 

Ｐモ『かぞえてみよう 

どうぶつスポーツたいかい』  

ヴィルジニー・モルガン／文・絵  

石津 ちひろ／訳 岩波書店 2020 

 
かずをかぞえながら、どうぶつスポー

ツたいかいをたのしもう！ 
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 「あたらしいほん」は各図書館で配布しています♪ 

図書館ホームページからもみられます。 
 

 
 

 

Ｃ１ﾊ『やまねこのこんにちは』 

はせがわさとみ／作  

あかね書房 2019 
 もりのおくのちいさないえに、やまね

こがひっこしてきました。さっそくあ

たらしいともだちをさがしにでかけま

す。やまねこは、ごきんじょさんたちに

すてきなあいさつができるでしょう

か。 

 

Ｃ１ﾌ『ウィリーのぼうけん』 

マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく

上條 由美子／やく 広野 多珂子／え 

 福音館書店 2019 
 

 
ウィリーは、いっしょにあそべるどう

ぶつがほしいとおもい、おばあちゃん

にそうだんします。おばあちゃんは、

「ミューミューとなくどうぶつをお 

くってあげるよ。」 

といいます。 

おはなしが 

3つはいっ 

ています。 

 

Ｃ2 ﾌ『しあわせなハリネズミ』 

藤野 恵美／作  講談社 2019 

 ハリネズミには、友達がいませんでした。

でも、気にすることはありません。森を散

歩するにも、好きなししゅうをするにも、

必要なかったのです。 

 ある日、そんなハリネズミはモグラに

出会います。泥だんごづくりが好きだと

いうモグラは、 

ハリネズミは 

ししゅうが好 

きだと聞くと、 

一つ考えをだ 

しました。 

 

Ｃ3 ｲ『しずかな魔女』 

市川 朔久子／作 岩崎書店 2019 

 不登校の中学生草子は、司書の深津さ

んから「しずかな子は魔女に向いてい

る」という言葉をかけられます。その言

葉にかくされた物語とは？二人の少女

のまぶしい夏休みが不思議に溶け込ん

でいきます。 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日野市立図書館 連続講座（全５回予定） 

テーマに合わせたさまざまな作品を取り上げ、感想を語り合います。 

ひとりでは気づかなかった魅力に気づき、作品をこえて興味が広がる読書会。 

今回は「太宰治と松本清張を読む ～同い年の作家～」 
をテーマに、５作品を取り上げました。 

初めて読書会に参加される方に合わせた講座になっています。 

作品を事前に読んでご参加ください。 

講座詳細 

 時間  いずれも午後１時３０分～３時 

 会場  高幡図書館 １F 

 講師  青木
あ お き

笙子
しょうこ

氏 

 定員  10名 

     ※申し込み多数の場合は抽選 

 参加費 無料 

 対象 ・ 日野市内在住、在勤、在学の方 

・ 原則、全５回参加できる方 

申し込み方法 

 9/16（水）～９/2７（日） 

 高幡図書館に電話または来館 

■申し込み・問い合わせ先 

   日野市立高幡図書館 

   ☎ 042-5９１-７３２２ 

講師プロフィール 

 青木
あ お き

笙子
しょうこ

氏 

元公立中学校講師であり、現在は読書

ナビゲーターとして活躍。 

参加者の雰囲気に合わせて、自在に読

書会を盛り上げる講義に定評がある。 

 

 

日野市立図書館 連続講座（全５回予定） 

第１回 10/19（月）  『お伽草紙』           太宰治/著 

第２回 11/30（月）  『人間失格』           太宰治/著 

第３回 12/21（月）  『或る「小倉日記」伝』 松本清張/著 

第４回  1/18（月）  『張込み』         松本清張/著 

第５回  2/22（月）  『半生の記』      松本清張/著 

新型コロナウイルス感染症 

対応について 

・ マスク着用、手洗い、咳エチケット 

にご協力ください。 

・ 体調不良時は、読書会の参加を 

お控えください。 

・ 感染拡大状況によっては、読書会 

を中止する場合がございます。 

予めご了承ください。 
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  図書館に入った 新 し い 本 
6月 26日から 7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                                       

魔女っ子司書の自由研究 八巻 千穂／著 郵研社 010.4/ﾔ 

本の読める場所を求めて 阿久津 隆／著 朝日出版社 019  

いま、子どもの本が売れる理由 飯田 一史／著 筑摩書房 019.5  

やらまいか魂 デジタル時代の著作権 20年戦争  

三野 明洋／著 朝日新聞出版(発売) 021.2  

思うことから、すべては始まる ミリオンセラー8冊達成の幸運に学ぶ  

植木 宣隆／著 サンマーク出版 023  

あの頃、雑誌は輝いていた！ 43誌の編集長に聞く  

塩澤 実信／著 展望社 051  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

世界哲学史 ７ 伊藤 邦武／責任編集 筑摩書房 102  

死の病いと生の哲学 船木 亨／著 筑摩書房 114.2  

全米記憶力チャンピオンが明かすどんなことも記憶できる技術 

 ネルソン・デリス／著 エクスナレッジ 141.3  

発想の整理学 AIに負けない思考法 山浦 晴男／著 筑摩書房 141.5  

笑いの哲学 木村 覚／著 講談社 141.6  

セルフケアの道具箱 ストレスと上手につきあう 100のワーク 

 伊藤 絵美／著 晶文社 146.8  

恐い間取り ２ 事故物件怪談 松原 タニシ／著 二見書房 147  

生き抜くための 12のルール 人生というカオスのための解毒剤 

 ジョーダン・ピーターソン／著 朝日新聞出版 159  

仕事消滅時代の新しい生き方 本田 健／著 プレジデント社 159  

自分の薬をつくる 坂口 恭平／著 晶文社 159  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

冷戦 上・下 ワールド・ヒストリー O.A.ウェスタッド／著 岩波書店 209.7  

逆説の日本史 25 井沢 元彦／著 小学館 210.4/ｲ 
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

日本史ひと模様 本郷 和人／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 210.4/ﾎ 

六国史以前 日本書紀への道のり 関根 淳／著 吉川弘文館 213  

靖国神社の緑の隊長 半藤 一利／著 幻冬舎 217.5  

ヒロシマ グローバルな記憶文化の形成  

ラン・ツヴァイゲンバーグ／著 名古屋大学出版会 217.6  

ローマ帝国の衰退 ジョエル・シュミット／著 白水社 232.8  

ナポレオン戦争 十八世紀の危機から世界大戦へ  

マイク・ラポート／著 白水社 235  

戦争の歌がきこえる 佐藤 由美子／著 柏書房 253  

天才渋沢栄一 明治日本を創った逆境に強い男と慶喜  

星 亮一／著 さくら舎 281/ｼ 

明治を生きた男装の女医 高橋瑞物語 田中 ひかる／著 中央公論新社 281/ﾀ 

クレメント・アトリー チャーチルを破った男  

河合 秀和／著 中央公論新社 289.8/ｱ 

歴史学の慰め アンナ・コムネナの生涯と作品  

井上 浩一／著 白水社 289.8/ｱ 

ナチスに抗った障害者 盲人オットー・ヴァイトのユダヤ人救援 

 岡 典子／著 明石書店 289.8/ｳ 

黒い雨に撃たれて 上・下 二つの祖国を生きた日系人家族の物語  

パメラ・ロトナー・サカモト／著 慶應義塾大学出版会 289.8/ﾌ 

世界 244の国と地域 2021-2022年版 197カ国と 47地域を旅の雑学とともに解説  

『地球の歩き方』編集室／著 ダイヤモンド・ビッグ社 290  

からだがよろこぶ！ぬる湯温泉ナビ 植竹 深雪／著 辰巳出版 291  

60歳からの青春 18 きっぷ入門 松本 典久／著 天夢人 291  

東京うどん天国 うまさ絶品の 155杯 昭文社 291.36  

日本の開国と多摩 生糸・農兵・武州一揆 藤田 覚／著 吉川弘文館 291.36  

古地図で楽しむ富士山 大高 康正／編著 風媒社 291.51  

京都はんなりこものとおやつ ナカムラ ユキ／著 朝日新聞出版 291.62  

週末ソウルベストルート 2泊 3日でここまで楽しめる！ 辰巳出版 292.1  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

われわれが習近平体制と命がけで闘う 13の理由  

中国の知識人による決死の「内部告発」 金 文学／著 ビジネス社 302.22  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

池上彰の世界の見方 インド 混沌と発展のはざまで  

池上 彰／著 小学館 302.25  

コロナ・ショックは世界をどう変えるか 政治・経済・社会を襲う危機  

イワン・クラステフ／著 中央公論新社 304/ｸ 

ゾンビとの論争 経済学、政治、よりよい未来のための戦い  

ポール・クルーグマン／著 早川書房 304/ｸ 

私は真実が知りたい 夫が遺書で告発「森友」改ざんはなぜ？ 

 赤木 雅子／著 文藝春秋 312.1  

ディープ・ステイトの真実 日本人が絶対知らない！アメリカ大統領選の闇  

西森 マリー／著 秀和システム 312.53  

小池百合子の大義と共感  

大下 英治／著 エムディエヌコーポレーション 312.8/ｺ 

簡単解説今さら聞けないアメリカ大統領選のしくみ  

文響社編集部／著 文響社 314.95  

公安調査庁 情報コミュニティーの新たな地殻変動  

手嶋 龍一／著 中央公論新社 317.2  

公務員という仕事 村木 厚子／著 筑摩書房 317.3  

公務員のためのハラスメント“ゼロ”の教科書  

高嶋 直人／著 ぎょうせい 317.3  

アジア主義全史 嵯峨 隆／著 筑摩書房 319.1  

明子のピアノ 被爆をこえて奏で継ぐ 中村 真人／著 岩波書店 319.8  

アフリカ経済の真実 資源開発と紛争の論理 吉田 敦／著 筑摩書房 332.4  

コロナ時代の経済危機  

世界恐慌、リーマン・ショック、歴史に学ぶ危機の乗り越え方  

池上 彰／著 ポプラ社 333.6  

新型コロナウイルスは世界をどう変えたか 21世紀大不況で資本主義が崩壊する 

増田 悦佐／著 ビジネス社 333.6  

地図とデータで見る SDGsの世界ハンドブック  

イヴェット・ヴェレ／著 原書房 333.8  

在宅 HACKS！ 自分史上最高のアウトプットを可能にする新しい働き方  

小山 龍介／著 東洋経済新報社 336  

ゴールドマン・サックス流女性社員の育て方、教えます  

励まし方、評価方法、伝え方 10ケ条 キャシー松井／著 中央公論新社 336.4  

「超」働き方改革 四次元の「分ける」戦略 太田 肇／著 筑摩書房 336.4  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

ニューコンセプト大全 仕事のアイデアが生まれる 50の思考法 

 電通 Bチーム／著 KADOKAWA 336.4  

図解いちばん親切な税金の本 20-21年版 高橋 創／著 ナツメ社 345  

新型コロナウイルス対応の税制特例法 すぐわかる申請・申告手続  

島 孝一／著 ぎょうせい 345.1  

あなたもインフルエンサー？ それでは稼げないよ  

ミハエル・ナスト／著 新評論 361.4  

消費税増税と社会保障改革 伊藤 周平／著 筑摩書房 364  

家計簿と統計 数字から見える日本の消費生活  

佐藤 朋彦／著 慶應義塾大学出版会 365.4  

労働法トークライブ 森戸 英幸／著 有斐閣 366.1  

資格取り方選び方全ガイド 2022年版 高橋書店編集部／編 高橋書店 366.2  

「仕事映画」に学ぶキャリアデザイン 梅崎 修／著 有斐閣 366.2  

元徴用工和解への道 戦時被害と個人請求権 内田 雅敏／著 筑摩書房 366.8  

さよなら、俺たち 清田 隆之／著 スタンド・ブックス 367  

愛と家族を探して 佐々木 ののか／著 亜紀書房 367.3  

LGBT とハラスメント 神谷 悠一／著 集英社 367.6  

シニアの爆笑あてっこ・まねっこジェスチャー体操  

斎藤 道雄／著 黎明書房 367.9  

素敵な人の終の棲家 宝島社 367.9  

全国認知症カフェガイドブック  

認知症のイメージを変えるソーシャル・イノベーション 

 コスガ 聡一／著 クリエイツかもがわ 367.9  

相模原障害者殺傷事件 朝日新聞取材班／著 朝日新聞出版 369.2  

一家に一冊！防災アイデア手帖 もしものときから日常のそなえまで  

世界文化社 369.3  

赤ちゃんポストの真実 森本 修代／著 小学館 369.4  

戦争は教室から始まる 元軍国少女・北村小夜が語る  

北村 小夜／述 現代書館 370.4/ｷ 

「生存競争(サバイバル)」教育への反抗 神代 健彦／著 集英社 370.4/ｸ 

学校に行きたくない君へ 続 大先輩たちが語る生き方のヒント。 

 全国不登校新聞社／編 ポプラ社 371.4  

教師という接客業 齋藤 浩／著 草思社 374.3  

ぼくの「自学ノート」 梅田 明日佳／著 小学館 375.1  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

薬学部 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  

肉とすっぽん 日本ソウルミート紀行 平松 洋子／著 文藝春秋 383.8  

最新陸・海・空自衛隊装備図鑑 2020 菊池 雅之／著 コスミック出版 392.1  

誰も知らない自衛隊のおしごと 地味だけれど大切。そんな任務に光あれ  

岡田 真理／著 扶桑社 392.1  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

さらば、神よ 科学こそが道を作る リチャード・ドーキンス／著 

 早川書房 404/ﾄ 

LaTeX超入門 ゼロからはじめる理系の文書作成術  

水谷 正大／著 講談社 407  

知識ゼロでも楽しく読める！数学のしくみ イラスト&図解  

加藤 文元／監修 西東社 410  

数学大図鑑 THE STORY アン・ルーニー／著 ニュートンプレス 410.2  

アインシュタインの戦争 相対論はいかにして国家主義に打ち克ったか  

マシュー・スタンレー／著 新潮社 421.2  

最強に面白い！！相対性理論 ニュートンプレス 421.2  

時間は逆戻りするのか 宇宙から量子まで、可能性のすべて 

 高水 裕一／著 講談社 421.2  

化学大図鑑 桜井 弘／監修 ニュートンプレス 430  

宇宙岩石入門 起源・観測・サンプルリターン 牧嶋 昭夫／著 朝倉書店 447.5  

最強に面白い！！地球 46億年 ニュートンプレス 450  

富士山噴火の考古学 火山と人類の共生史  

富士山考古学研究会／編 吉川弘文館 453.8  

観察を楽しむ特徴がわかる岩石図鑑 西本 昌司／著 ナツメ社 458  

すごいぜ！菌類 星野 保／著 筑摩書房 474  

生き物の死にざま はかない命の物語 稲垣 栄洋／著 草思社 481.7  

ミミズによる腐植土の形成 ダーウィン／著 光文社 483.9  

カタツムリ・ナメクジの愛し方 日本の陸貝図鑑 脇 司／著 ベレ出版 484.6  

アリ語で寝言を言いました 村上 貴弘／著 扶桑社 486.7  

日本の野鳥 フィールド図鑑 水谷 高英／イラスト 文一総合出版 488  

パフィン！ 中野 耕志／著 河出書房新社 488.6  

与えるサルと食べるシカ つながりの生態学 辻 大和／著 地人書館 489.9  

前を向くために 死ぬのが怖いあなたへ 玉置 妙憂／著 扶桑社 490.1  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

死を受け入れること 生と死をめぐる対話 小堀 鷗一郎／著 祥伝社 490.14  

コロナ時代を生きるヒント 鎌田 實／著 潮出版社 490.15  

だから、もう眠らせてほしい 安楽死と緩和ケアを巡る、私たちの物語  

西 智弘／著 晶文社 490.15 

いのちはのちのいのちへ 新しい医療のかたち  

稲葉 俊郎／著 KTC中央出版 490.4/ｲ 

神経をめぐる生物学 AIを学ぶ第一歩 斎藤 徹／編著 アドスリー 491.3  

免疫力 正しく知って、正しく整える 藤田 紘一郎／著 ワニ・プラス 491.8  

よくわかる過敏性腸症候群で悩まない本 図解  

鳥居 明／監修 日東書院本社 493.46  

トラウマからの解放 フォルメン線描とイメージ呼吸  

田上 洋子／著 現代書館 493.74  

統合失調症日記 ２冊目 木村 きこり／著 ぶんか社 493.76  

はじめまして更年期(コーネンキー)？  

40代からの不調が消える心と体のプチ習慣 永田 京子／著 青春出版社 495.13 

患者が絶えないカリスマ眼科医がやっている失明しない習慣 

 平松 類／著 小学館 496.3  

色弱の子どもがわかる本 家庭・保育園・学校でできるサポート術  

カラーユニバーサルデザイン機構／原案 かもがわ出版 496.45  

歯医者さんのかかり方 渡辺 勝敏／著 中央公論新社 497  

いちばんやさしい自宅トレ BOOK 運動不足でヤバい！と思った人のための  

中野 ジェームズ修一／著 宝島社 498.3  

生涯健康脳 Part２ 瀧 靖之／著 ソレイユ出版 498.39  

精神科医が教えるストレスフリー超大全 

人生のあらゆる「悩み・不安・疲れ」をなくすためのリスト 

 樺沢 紫苑／著 ダイヤモンド社 498.39  

高野豆腐やせる！糖尿病の特効食  

やせホルモンが出る！血糖値が下がるスーパーフード マキノ出版 498.5  

野菜の栄養素まるごと便利帳 ムダにしない！逃さない！ 

 吉田 企世子／監修 エクスナレッジ 498.52  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

エネルギーの物語 わたしたちにとってエネルギーとは何なのか 

 マイケル・E.ウェバー／著 原書房 501.6  
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◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 

変われ！東京 自由で、ゆるくて、閉じない都市 隈 研吾／著 集英社 518.8  

寡黙なる饒舌 建築が語る東京秘史 若山 滋／著 現代書館 520.2  

名城の石垣図鑑 小和田 哲男／監修 二見書房 521.8  

つなぐ時計 吉祥寺に生まれたメーカーKnotの軌跡  

金田 信一郎／著 新潮社 535.2 

1960年代のバス 1955(昭和 30年)-1972(昭和 47年)  

筒井 幸彦／編・著 三樹書房 537.9  

核エネルギーの時代を拓いた１０人の科学者たち  

あまりに早く発見されすぎた「核分裂」-その発見の歴史から学ぶ、これからの核エネルギー  

馬場 祐治／著 総合科学出版 539  

メーター検針員テゲテゲ日記  

1件 40円、本日 250件、10年勤めてクビになりました  

川島 徹／著 三五館シンシャ 540.9  

5G 大容量・低遅延・多接続のしくみ 岡嶋 裕史／著 講談社 547.5  

Skypeスマートガイド リンクアップ／著 技術評論社 548.3  

YouTube 完全マニュアル ビジネスにも役立つ！  

桑名 由美／著 秀和システム 548.3  

いちばんやさしい 60代からの Windows 10 塚原 久美／著 日経 BP 548.4  

できる超快適 Windows10 パソコン作業がグングンはかどる本 

 清水 理史／著 インプレス 548.4  

AIエンジニアになるには 丸山 恵／著 ぺりかん社 548.5  

要件定義のセオリーと実践方法がこれ 1冊でしっかりわかる教科書  

上村 有子／著 技術評論社 548.5  

いいね！日本酒 はじめての美味しい 1杯 上杉 孝久／著 WAVE出版 588.5  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

人が集まる街、逃げる街 牧野 知弘／著 KADOKAWA 601.1  

捨てられる食べものたち 食品ロス問題がわかる本  

井出 留美／著 旬報社 611.3  

とうがらしの世界 松島 憲一／著 講談社 617.6  

カイコの科学 日本蚕糸学会／編 朝倉書店 630  

個人事業のはじめ方がすぐわかる本 

 '20-'21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  
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◆◆◆６００ 産業・交通・通信（つづき）◆◆◆ 

無料で始めるネットショップ BASE対応版 志鎌 真奈美／著 技術評論社 673.3  

コミュニティカフェ まちの居場所のつくり方、続け方 

             齋藤 保／著 学芸出版社 673.9  

嫌われモノの<広告>は再生するか  

大健全化するネット広告、「量」から「質」への転換 

 境 治／著 イースト・プレス 674.6  

iPhone で作ろうビジネス動画の教科書  

見てわかる！まねして作れる 一生使えるノウハウ満載 機材選びから、企画・構成、撮影、編集、公開まで。 

オリカワ シュウイチ／著 ペンコム 675  

得する株をさがせ！会社四季報公式ガイドブック  

会社四季報編集部／編 東洋経済新報社 676.3  

世界を見てきた投資のプロが新入社員にこっそり教えている驚くほどシンプル

で一生使える投資の極意 加藤 航介／著 東洋経済新報社 676.5  

村上世彰、高校生に投資を教える。 村上 世彰／著 KADOKAWA 676.5  

新幹線ｅｘｐｌｏｒｅｒ ｖｏｌ．５６ イカロス出版 686.21  

夜行列車の記憶 昭和・平成の名列車がよみがえる  

松本 典久／著 天夢人 686.21  

いちばんやさしいスマートフォン超入門 Android対応  

原田 和也／著 SBクリエイティブ 694  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

どっちの勝ち？ トニ・モリスン／文 みすず書房 726.5  

馬場のぼるのスケッチブック 馬場 のぼる／著 こぐま社 726.5  

失敗しないデザイン デザインが腑に落ちる！センスのいらないデザイン講座 

 平本 久美子／著 翔泳社 727  

軽量粘土で作るかわいいペンギン こねて、丸めて、色を塗って 

 ヨシオ ミドリ／著 誠文堂新光社 751.4  

知識ゼロからの骨董・アンティーク入門 岩崎 紘昌／著 幻冬舎 756.8  

基礎からていねいにおさらい大人のバレエステップアップのポイント 50  

厚木 彩／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 769  

勘三郎の死 劇場群像と舞台回想 中村 哲郎／著 中央公論新社 774.2  

映画を観ることは社会を知ることだ 「愛と怒りと闘い」の記録 

 山田 和秋／著 明石書店 778.2  

その男、佐藤允 佐藤 闘介／著 河出書房新社 778.28/ｻ 
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

アスリートの科学 能力を極限まで引き出す秘密 久木留 毅／著 講談社 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  

60歳からでもシングルになれるゴルフ運動学  

川合 武司／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 783.8  

お金をかけない！山登り&ソロキャンプ攻略本 かほなん／著 KADOKAWA 786.1  

定本山のミステリー 異界としての山 工藤 隆雄／著 山と溪谷社 786.1  

東京起点沢登りルート 100 宗像 兵一／著 山と溪谷社 786.1  

英語で伝える茶の湯の銘 100 ブルース・濱名 宗整／著 淡交社 791.5  

 

８００ 語学                                                        

漢字の構造 古代中国の社会と文化 落合 淳思／著 中央公論新社 821.2  

英語上達 40 レッスン 言語学から見た 4技能の伸ばし方  

畠山 雄二／編 朝倉書店 830.7  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

いまこそ「小松左京」を読み直す 宮崎 哲弥／著 NHK出版 910.2/ｺ 

平安女子は、みんな必死で恋してた イタリア人がハマった日本の古典  

イザベラ・ディオニシオ／著 淡交社 910.23  

ホスト万葉集 手塚マキと歌舞伎町ホスト 75人 from Smappa！ 

Group／作 短歌研究社 911.16  

休息のとり方 福間 健二／著 而立書房 911.5/ﾌ 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

凪に溺れる 青羽 悠／著 PHP研究所 913.6/ｱｵﾊ 

ただいま神様当番 青山 美智子／著 宝島社 913.6/ｱｵﾔ 

風を結う 針と剣 縫箔屋事件帖 あさの あつこ／著 実業之日本社 913.6/ｱｻﾉ 

法廷遊戯 五十嵐 律人／著 講談社 913.6/ｲｶﾗ 

赤い砂を蹴る 石原 燃／著 文藝春秋 913.6/ｲｼﾊ 

そこにはいない男たちについて 井上 荒野／著 角川春樹事務所 913.6/ｲﾉｳ 

陽眠る 上田 秀人／著 角川春樹事務所 913.6/ｳｴﾀ 

コロナ黙示録 海堂 尊／著 宝島社 913.6/ｶｲﾄ 

Re:Monster 暗黒大陸編３ 金斬 児狐／著 アルファポリス 913.6/ｶﾈｷ 

チンギス紀 ８ 北方 謙三／著 集英社 913.6/ｷﾀｶ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

虜囚の犬 櫛木 理宇／著 KADOKAWA 913.6/ｸｼｷ 

オフマイク 今野 敏／著 集英社 913.6/ｺﾝﾉ 

蟬かえる 櫻田 智也／著 東京創元社 913.6/ｻｸﾗ 

希望の峰マカルー西壁 笹本 稜平／著 祥伝社 913.6/ｻｻﾓ 

百年と一日 柴崎 友香／著 筑摩書房 913.6/ｼﾊｻ 

私が愛したトマト 高樹 のぶ子／著 潮出版社 913.6/ﾀｶｷ 

古事記異聞 ３ 高田 崇史／著 講談社 913.6/ﾀｶﾀ 

これはミステリではない 竹本 健治／著 講談社 913.6/ﾀｹﾓ 

さよなら、エンペラー 暖 あやこ／著 新潮社 913.6/ﾀﾝ 

やわらかい砂のうえ 寺地 はるな／著 祥伝社 913.6/ﾃﾗﾁ 

破局 遠野 遙／著 河出書房新社 913.6/ﾄｵﾉ 

オクトローグ 酉島伝法作品集成 酉島 伝法／著 早川書房 913.6/ﾄﾘｼ 

十津川警部愛憎の行方 トラベル・ミステリー傑作集  

西村 京太郎／著 徳間書店 913.6/ﾆｼﾑ 

食王 楡 周平／著 祥伝社 913.6/ﾆﾚ 

いちねんかん 畠中 恵／著 新潮社 913.6/ﾊﾀｹ 

君に読ませたいミステリがあるんだ 東川 篤哉／著 実業之日本社 913.6/ﾋｶｼ 

来世の記憶 藤野 可織／著 KADOKAWA 913.6/ﾌｼﾉ 

縁結びカツサンド 冬森 灯／著 ポプラ社 913.6/ﾌﾕﾓ 

オールドタイムズ 本城 雅人／著 講談社 913.6/ﾎﾝｼ 

捨て猫のプリンアラモード 下町洋食バー高野  

麻宮 ゆり子／著 角川春樹事務所 913.6/ﾏﾐﾔ 

夢をかなえるゾウ ４ 水野 敬也／著 文響社 913.6/ﾐｽﾉ 

皆川博子長篇推理コレクション ３ 皆川 博子／著 柏書房 913.6/ﾐﾅｶ 

黄色い夜 宮内 悠介／著 集英社 913.6/ﾐﾔｳ 

一人称単数 村上 春樹／著 文藝春秋 913.6/ﾑﾗｶ 

女だてら 諸田 玲子／著 KADOKAWA 913.6/ﾓﾛﾀ 

俺の残機を投下します 山田 悠介／著 河出書房新社 913.6/ﾔﾏﾀ 

プロジェクト・インソムニア 結城 真一郎／著 新潮社 913.6/ﾕｳｷ 

大江戸火龍改 夢枕 獏／著 講談社 913.6/ﾕﾒﾏ 

星月夜 李 琴峰／著 集英社 913.6/ﾘ 

悪霊じいちゃん風雲録 輪渡 颯介／著 早川書房 913.6/ﾜﾀﾘ 
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９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

LILY'S CLOSET 石田 ゆり子／著 マガジンハウス 914.6/ｲｼﾀ 

漂流者の生きかた 五木 寛之／著 東京書籍 914.6/ｲﾂｷ 

ドン・キホーテ笑う！ 鴻上 尚史／著 論創社 914.6/ｺｳｶ 

88歳の自由 曽野 綾子／著 興陽館 914.6/ｿﾉ 

帰ってきた日々ごはん ７ 高山 なおみ／著 KTC中央出版 914.6/ﾀｶﾔ 

わかりやすさの罪 武田 砂鉄／著 朝日新聞出版 914.6/ﾀｹﾀ 

みんなみんな逝ってしまった、けれど文学は死なない。  

坪内 祐三／著 幻戯書房 914.6/ﾂﾎｳ 

森メトリィの日々 森 博嗣／著 講談社 914.6/ﾓﾘ 

好日絵巻 季節のめぐり、茶室のいろどり  

森下 典子／著 パルコエンタテインメント事業部 914.6/ﾓﾘｼ 

欲が出ました ヨシタケ シンスケ／著 新潮社 914.6/ﾖｼﾀ 

特攻最後の証言 100歳・98歳の兄弟が語る  

岩井 忠正／著 ザ・ブック 916/ｲﾜｲ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

時のきざはし 現代中華 SF傑作選 立原 透耶／編 新紀元社 923  

屋上で会いましょう チョン セラン／著 亜紀書房 929.1/ﾁ 

メアリ・ジキルとマッド・サイエンティストの娘たち  

シオドラ・ゴス／著 早川書房 933/ｺ 

悲しい毒 ベルトン・コッブ／著 論創社 933/ｺ 

ピーター・パン 上・下 ヴィジュアル注釈版 J.M.バリー／著 原書房 933/ﾊ 

ホーム・ラン スティーヴン・ミルハウザー／著 白水社 933/ﾐ 

スパイはいまも謀略の地に ジョン・ル・カレ／著 早川書房 933/ﾙ 

キッズライクアス ヒラリー・レイル／著 サウザンブックス社 933/ﾚ 

メイドの手帖  

最低賃金でトイレを掃除し「書くこと」で自らを救ったシングルマザーの物語   

ステファニー・ランド／著 双葉社 934/ﾗ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

斬るは主命 奥小姓裏始末 1 青田 圭一／著 二見書房 BN/ｱｵ 

ご隠居は福の神 ３ 井川 香四郎／著 二見書房 BN/ｲｶ 

一撃 隠密船頭 5 稲葉 稔／著 光文社 BN/ｲﾅ 

総力 聡四郎巡検譚 6 上田 秀人／著 光文社 BN/ｳｴ  
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

ミッドナイトスワン 内田 英治／著 文藝春秋 BN/ｳﾁ 

汝(きみ)想いて斬 １ 門田 泰明／著 徳間書店 BN/ｶﾄ 

闇中の星 グイン・サーガ 147 五代 ゆう／著 早川書房 BN/ｸｲ 

若おかみの夏 小料理のどか屋人情帖 29 倉阪 鬼一郎／著 二見書房 BN/ｸﾗ 

親子の絆を確かめて 親子十手捕物帳 4小杉 健治／著 角川春樹事務所 BN/ｺｽ 

鼠異聞 上・下 新・酔いどれ小籐次 17・18 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

卑劣犯 素行調査官 4 笹本 稜平／著 光文社 BN/ｻｻ 

深夜特急 １・２ 沢木 耕太郎／著 新潮社 BN/ｻﾜ 

カレーライス 教室で出会った重松清 重松 清／著 新潮社 BN/ｼｹ 

子育て飴 江戸菓子舗照月堂 8 篠 綾子／著 角川春樹事務所 BN/ｼﾉ 

司馬遼太郎の街道 １・２ 週刊朝日編集部／著 朝日新聞出版 BN/ｼﾊ 

志村流遊び術 志村 けん／著 マガジンハウス BN/ｼﾑ 

父子(おやこ)十手捕物日記 鈴木 英治／著 光文社 BN/ｽｽ 

全滅・憤死 インパール 3 高木 俊朗／著 文藝春秋 BN/ﾀｶ 

飛燕の簪 神田職人えにし譚 知野 みさき／著 角川春樹事務所 BN/ﾁﾉ 

回復術士のやり直し ８ 即死魔法とスキルコピーの超越ヒール 

 月夜 涙／著 KADOKAWA BN/ﾂｷ 

ランニング・ワイルド 堂場 瞬一／著 文藝春秋 BN/ﾄｳ 

はじまりの空 日本橋牡丹堂菓子ばなし 6 中島 久枝／著 光文社 BN/ﾅｶ 

ケーキ王子の名推理(スペシャリテ) ５ 七月 隆文／著 新潮社 BN/ﾅﾅ 

半四郎艶情斬り ２ 早瀬 詠一郎／著 コスミック出版 BN/ﾊﾔ 

円也党、奔る 光秀の忍び 早見 俊／著 徳間書店 BN/ﾊﾔ 

１１文字の殺人 東野 圭吾／著 光文社 BN/ﾋｶ 

殿さま忍者 秘伝を継ぐ者 聖 龍人／著 コスミック出版 BN/ﾋｼ 

満月珈琲店の星詠み 望月 麻衣／著 文藝春秋 BN/ﾓﾁ 

あなたとオムライス 山口 恵以子／著 角川春樹事務所 BN/ﾔﾏ 

笊ノ目万兵衛門外へ 山田風太郎傑作選 江戸篇 

山田 風太郎／著 河出書房新社 BN/ﾔﾏ 

殉国 陸軍二等兵比嘉真一 吉村 昭／著 文藝春秋 BN/ﾖｼ 

黒崎警視の M ファイル 六道 慧／著 朝日新聞出版 BN/ﾘｸ 

ドクターM 医療ミステリーアンソロジー 海堂 尊／著 朝日新聞出版 BN  

特捜部 Q ８ ユッシ・エーズラ・オールスン／著 早川書房 B/ｴｽ 

逆まわりの世界 フィリップ・K.ディック／著 早川書房 B/ﾃｲ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

小公子 フランシス・ホジソン・バーネット／著 新潮社 B/ﾊﾈ 

神と罌粟 ティム・ベイカー／著 早川書房 B/ﾍｲ 

老人と海 ヘミングウェイ／著 新潮社 B/ﾍﾐ 

深淵の独居者 宇宙英雄ローダン・シリーズ 620 

アルント・エルマー／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

スマイラーとスフィンクス 宇宙英雄ローダン・シリーズ 621 

エルンスト・ヴルチェク／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

永遠の住処を求めて 上・下 ノーラ・ロバーツ／著 扶桑社 B/ﾛﾊ 

 

Ｔ 暮らし                                                

器は自由におおらかに おいしく見える器の選び方・使い方  

中川 たま／著 家の光協会 T0  

大人のひとつ結び&おだんごヘア BOOK 仕事にも、おうちにもちょうどいい 

 工藤 由布／著 主婦の友社 T0  

水谷妙子の片づく家 余計なことは何ひとつしていません。 

 水谷 妙子／著 主婦と生活社 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  

今日からはじめるソーイング ミシン 1 年生 ばっちりわかるソーイングの基礎 

コースター・巾着・ポーチ トートバッグ・スカートも作れる 日本ヴォーグ社 T11  

手作りしたいみんなの浴衣と甚平 ブティック社 T12  

かぎ針で編む和柄のざぶとん 32+8 アップルミンツ T13  

かわいい！立体モチーフのクロスステッチ オーナメント&ビスコーニュ  

アップルミンツ T15  

簡単、おしゃれなマスクの作り方 猪俣 友紀／監修 宝島社 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  

おいしいハーブ暮らし 12か月 キッチンガーデン発元気のレシピ 

 北村 光世／著 世界文化社 T41  

絶品おかずはめんつゆで 市瀬 悦子／著 学研プラス T41  

辰巳芳子ご飯と汁物 後世に伝えたい食べ物 辰巳 芳子／著 NHK出版 T41  

知っておいしい調味料事典 鈴木 裕貴／監修 実業之日本社 T43  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

保存食と自家製レシピ 「安心」と「おいしい」は作れる  

黒田 民子／著 主婦の友社 T43  

お昼ごはんのめんレシピ！ きじま りゅうた／著 学研プラス T44  

そうざい？ ひと皿で主食にもおかずにもなる、かんたん？レシピ 85  

ワタナベ マキ／著 主婦と生活社 T44  

甘くない、おそうざいスイーツ 

完全保存リクエスト版！人気定番スイーツの基礎 BOOK アップルミンツ T46  

 

もちぷるレシピ もちもち&ぷるぷる食感を楽しむお菓子とデザート 70  

柳瀬 久美子／著 パルコエンタテインメント事業部 T46  

家づくりのプロが教えるスゴ技 88 エクスナレッジ T5  

なんでも自分で修理する本 イラストだからわかりやすく簡単！  

片桐 雅量／著 宝島社 T5  

基本の野菜じょうずな育て方 はじめてでも、ベランダでも作れる！  

飯塚 恵子／監修 主婦の友社 T6  

夜泣きが止まる本 子どもも親も毎日ぐっすり眠れる！  

菊池 清／著 風鳴舎 T8  

「頑張れる子」の育て方 自信・やる気・集中力 自分の力で成功に近づく！  

和田 秀樹／著 学研プラス T9  

この子はこの子のままでいいと思える本 佐々木 正美／著 主婦の友社 T9  

非認知能力が育つ 3ー6歳児のあそび図鑑 原坂 一郎／監修 池田書店 T9  

 

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

交通小六法 令和 2年版 １・２ 交通関係法令研究会／編集 大成出版社 SW2  

都市公園のトリセツ 使いこなすための法律の読み方  

平塚 勇司／著 学芸出版社 SW9  

公害紛争処理白書 令和 2 年版 我が国の公害紛争処理・土地利用調整の現況 

公害等調整委員会／編 蔦友印刷 SX0  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

類語分類感覚表現辞典 中村 明／著 東京堂出版 R816  
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『吉田都 永遠のプリンシパル』 

吉田都／著 河出書房新社 2019.8 

著者は新国立劇場舞踊部門芸術監督に、今秋、就任予定の吉田都さん。1983年

ローザンヌ国際バレエコンクールでローザンヌ賞を受賞後、英国ロイヤル・バレエス

クールに留学。英国ロイヤル・バレエ団プリンシパル等を経て 2019 年、現役を引

退しました。 

この本には写真やレパートリー作品に込めた思い、あまり目にすることのないバッ

クステージ、寄稿等、吉田都さんのバレエの軌跡が収められています。寄稿には輝か

しい経歴に似つかわしくない著者の人柄が端々に記されていて、「控え目」、「まわり

の人々への尊敬と感謝」等、謙虚な姿勢が伝わってきます。写真に添えられている言

葉の数々はエッセイのようでもあり、「留学したばかりで心細かったころ」から「ロ

イヤルの至宝」と称されるまでの様々な写真はとても魅力的。写真を見ているだけで

も英国ロイヤル・バレエの雰囲気が楽しめる一冊です。（K） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- 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 9 月 10 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 

3 日 

 

17 日  

1 日 

 

15 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 

4 日 

 

18 日  

2 日 

 

16 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） 

9 日 

23 日 

14 日 

28 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

10 日   

 

24 日  

 

 

8 日 

 

22 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 

11 日 

 

25 日  

 

9 日 

 

23 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 ９月・１０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。  

 


