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２０２０年 10月 №254 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

１０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） 
5日・12日・19日・26日 

市政図書室（日曜日・祝日） 4日・11日・18日・25日 

 

今月のひろば 

P.2 読書調査報告（３）…連載中です  

P.6 中学生のあなたへ！ 

P.7 本のご寄贈について 

P.8 読むならこれ！秋におすすめの 1冊 

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 
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   6月 13日～30日、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 2,500 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、（２）では移動

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し

た。今回は、多摩平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。  

 多摩平図書館回答より  

■自粛前、保育園の帰り毎日のように図書館に通っていました。面白そうな本を探すこと、

本を返すこと、本を借りること、全てが楽しいようです。その上、家で本も読んでくれるので

親としても図書館はありがたい場所です。（10歳未満：保護者の方） 

■宝物。（小学４年生） 

■ぼくは本が好きです。本を読むことでいつも行けない場所に行くことができたり、うれしか

ったりさびしかったりいろいろな想いができるからです。（小学４年生） 

■本が好きだから図書館が近くにあってよかった。息子は、この自粛中に、絵本などを紹介

するブログもはじめました。（小学５年生：保護者の方） 

■神。（小学 6年生）   

■本は読んでいると心が落ちつく。YouTube では得られないような物事の考え方を得られ

る。小説を読むと登場人物に感情移入して、自分が登場人物になったような感覚がたまに

ある。（中学２年生） 

 

■動画配信や電子書籍が普及していますが、やっぱり本を読みたくなる時があります。図

書館は無料でたくさんの種類の本にふれることができるのでありがたい存在です。（20代） 

 

■読書を全くしない方でしたが、１冊のある本のおかげで、図書館を利用する機会がふえ

ました。それに伴って、子供達も本を読むようになりました。子供が読みたいと思う本（マン

ガ、小説など）は、出来る範囲であたえてあげたいなと感じました。夢中になって読んでる姿

は感心します。１日で読み終えて、本の内容を教えてくれて、次は別の本が読みたいと言っ

てきた時はまよわず購入して読ませました。（30代） 

読書調査報告（２）…しばらく連載します 読書調査報告（３）…連載中です 
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■Web 媒体に記事を載せるという仕事をしています。仕事柄、本を読む必要があるので、

沢山の蔵書がある図書館の存在に助けられています。また、本を読むことは、友人のいな

い自分にとってひとつの支えであり、生活に欠かせません。（30代） 

■「図書館員の本箱」コーナーを毎日楽しみにしていました。また機会があったら職員の方

のおすすめの本を紹介していただけるとうれしいです。（30代） 

 

■ミステリーの本を読む事が多いので、知識を得るというより謎を解くワクワク感を求めて読

んでいます。本は色々な考え方を知る事が出来るので、自分のレベルに合った本が見つ

かれば、続けて読む事ができると思います。私は中学生まで本を読む事が苦手で２～３行

で飽きていましたが、赤川次郎の本をたまたま手にしておもしろさにハマりました。自分に合

った本を見つけられれば、本と長くつきあっていけて楽しみが増えると思います。図書館で

は本を読む事はないですが、いつもどんな宝物があるのかと楽しみながら借りる本を探して

います。他人がいると気になってしまうので、家で自分のペースでゆっくり読んでいます。

（40代） 

■この期間、子どもとたくさん絵本を読みました。くり返し読むことでじわじわ好きになってい

く絵本もあったりして、新しい発見もありました。子どもの頃『かもさんおとおり』は好きではな

かったのに、今読んでみるとおもしろい。子どもも大好きで、何度も読みました。あの頃どう

してこのおもしろさがわからなかったんだろう…どうしてこの子はおもしろいと思えるんだろう

…と同じ「子どもの時代」でも人によって感じ方はちがうんだなーと思いました。（40代） 

■貸出期間の２週間をサイクルにここ何年か図書館で本を借り続けていましたが、自粛によ

って借りられなくなり、全く本を読まなくなりました。たかが本ですが、ごはんを食べるのと同

じ位習慣化していることなので、それがなくなるというのは、変な感覚でした。自粛解除して、

再び図書館を利用させていただいています。改めて、読書が自分を支える一部であること

を感じましたし、図書館が身近にあることをありがたく思いました。（40代） 

■自分のためだけの読書だけではなく子どもと一緒に時間をすごすツールとして活用させ

ていただいているのをより一層感じました。図書館に足を運ぶところから、楽しみのひととき

は、始まっているんだなと思いました。コロナのリスクをさける為に一緒にかりに来られなか

ったので。（40代） 

■資料を収集しても提供できなければ図書館ではないのでは。（40代） 

 



4 

 

■借りなくとも、図書館に来て色々な本を手に取るだけでもほっとできる場所なので、閉館

の間、気持ちがふさがるようでした。開いてくれて嬉しいです。（50代） 

■本が増えて困るので図書館はありがたい存在です。いつもありがとうございます。子ども

は多摩平の昔のこども図書館が大スキでした。幼稚園のかえりに毎日のように利用していま

した。その子どもは本好きになり、図書館のおかげだと思っています。ありがとうございます。

（50代） 

■毎晩寝る前の１時間程、本を読むリラックスタイムにしています。引越しの際は図書館が

近くにある所を選んでいます。生活の中でかかせない物です。（50代） 

■50 代も半ばの準高齢者ですが、就学前からひまわり号に親しんで育ってきた市民です。

昭和天皇が亡くなっても、福島の原子炉がメルトダウンを起こしても図書館は利用できまし

た。その図書館がずっと閉まっている。こんな光景を見る日が来るとは思ってもいませんで

した。衝撃的でした。（50代） 

■もともと本は好きでしたが、親になり、子どもへ読みきかせをする影響で、数々の絵本を

知り、子どもの年齢に合わせて一緒に本の世界が広がりました。図書館は子育てする親子

にとってなくてはならない場所、また、子育て終了後も生涯学び続ける人達にとって大切な

いやされる場所です。資料の管理等日々の業務に忙しい事と思いますが、地域の人々の

為にこれからもより良い図書館環境作りをめざしていって頂きたいと思います。よろしくお願

い致します（50代） 

■①私は現在 68 才です。毎日通勤で本を読んでいましたが、定年後、はじめて図書館を

利用するようになりました。定年をすぎると会う人も限られてきますし、毎日の会話の数もへ

りました。特に若い方との会話がへり刺激が少なくなります。メディアからの情報はあふれん

ばかりに押しよせてきますが、消化しきれません。読書からとは異なり時間が早くすぎ、なぜ

かうすっぺらで心に残りません。文字の中に込められた「情」や「思い」が違うのです。つき

なみですが人生を豊かにしてくれます。遠いところへ連れてってくれるような気がするので

す。②図書館で歴史セミナーや最近の経済についての講演をしてくれませんか？有料で

もかまいません。今後もよい本をお願いします。 

 

■必要。（60代） 

■日野の図書館ですでに 5000 冊近くの本を借りて読んでいます。私にとって「本」は人生

そのものであり、世のすべてです。図書館が開いているということが、これほど素晴しいこと

だということに、図書館休館を経て、しみじみ感じました。日野市立図書館がんばれ‼   
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私は応援します‼がんばれ‼（60代） 

■日常。（60代） 

■いつもお世話になっております。ありがとうございます。コロナで外出自粛中は家事に追

われてとても忙しかったです。本をゆっくり読む時間がなかなかとれませんでした。ようやく

納まって図書館も再開して嬉しいです。職員の皆様も、危険な思いをなさっているのかと思

うと申し訳なくなります。どうぞ皆様お大事になさってください。 図書館から借り出しをして

帰られる利用者様方のとても幸せそうな笑顔が大好きです。（60代） 

 

■本は先生であり、友人だと思う。人生を支えてくれる存在なので図書館へ通い先生、友

人を探している。（70才以上） 

■知らないことを知る。社会や友人や知人との接点を得る。静かに没頭できる時間が持て

る。本以外の情報も得ることが出来、身近に図書館がある事はとても嬉しい。（70才以上） 

■図書館とは心身共に良い刺激をうける場所です。心については、迷いながら本を選び、

読むといろいろな感情がわいてきます。身体的には、往復草花をみながら歩いて行き、軽

い運動になります。（70才以上） 

■私にとって人生での最優先の楽しみです、読書は。  図書館は市民への最高のサービ

ス。いつまでも続けてほしい。ありがとう。（70才以上） 

■私達の年代（80 過ぎ）で本の読みたい時は戦時中。一冊の本を何度も何度も読みました。

今は世界中の本が次から次へと読む事が出来本当に幸せです。 

■生来読書好きで本を手にしない日はないくらいです。図書館には感謝してます。（現在

91才） 
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講師・金原瑞人さんプロフィール 

 

1954年岡山市生まれ。法政大学教授・翻訳家。訳書は児童書、ヤングアダルト小説、 

一般書、ノンフィクションなど 550点以上。訳書に『不思議を売る男』『青空のむこう』 

『さよならを待つふたりのために』『国のない男』『月と六ペンス』『リンドバーグ 空飛 

ぶネズミの大冒険』、『このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる ハプワース 16、1924 

年』など。エッセイ集に『サリンジャーにマティーニを教わった』など、日本の古典の翻案 

に『雨月物語』など。創作に『ジョン万次郎』。HPは https://kanehara.jp/ 

中学生の！中学生による！中学生のための！ 

金原
かねはら

瑞人
みずひと

さん講演会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

翻訳家・金原瑞人さんをお招きし、中学生対象の講演会を行います！ 

翻訳のお仕事や本の世界、読書について語っていただきます。ぜひご参加ください！ 

 

11 月１日（日）14:00～15:20（13:30 開場） 
 

多摩平の森ふれあい館 3 階 集会室 6 
日野市多摩平 2-9 JR豊田駅北口から徒歩９分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新型コロナウイルス感染症対策について】 

・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・会場での手指の消毒及び検温をお願いします。 

・参加者同士の距離を確保して席を配置します。会場の換気・消毒を行います。 

日時 

場所 

■ 対象：  日野市在住の中学生 

■ 申込方法：中央図書館まで電話・FAX・図書館ホームページの申込フォーム 

       上記のいずれかでお申し込みください。 

■ 申込期間：10月 8日（木）10時から 10月 22日（木）17時まで 

 

■ 主催・申込・お問い合わせ： 

日野市立中央図書館  電話 042-586-0584 FAX042-586-0579 

この講演会は、市内各中学校から集まった代表生徒が主体となって運営します。 

（写真：根津千尋） 
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市内団体や市民の方の著作など、日野に関する資料 

の寄贈をいただけると助かります。 

地域資料として活用・保存させていただきます。 

※ その他の本につきましては、原則として寄贈を受け付け 

ておりません。 

ただし、刊行後 1 年以内の資料は、蔵書として活用す 

る場合がありますのでご相談ください。 

 

〇 寄贈資料は、お手数ですがお近くの図書館にお持ち下さ

い。（ご自宅などに取りにうかがうことはできません。） 

〇 視聴覚資料は、受け付けておりません。 

〇 寄贈資料の取り扱いについては、図書館にお任せ下さい。

寄贈後の返却・お問い合わせには応じられませんので、

ご了承下さい。 

 

日野市立図書館 

 

本のご寄贈について 
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『星界の報告』 ガリレオ・ガリレイ／著 伊藤和行／訳 

講談社 2017 年 

秋になると夜空を眺めたくなります。この本はガリレオが自

身の作った望遠鏡で初めて詳細な天体観測をした記録です。初

めて観測しているガリレオの報告なのでなんとなく自分もそこ

で立ち会っているような気分になりました。文章が難しく感じ

る部分がありましたが、訳者解説を読むとわかりやすいです。

400 年以上も前の夜空を体験してみませんか？  

『箱根のメンタル 箱根駅伝から僕たちが学んだこと』 

設楽悠太／ほか著 宝島社 2019年 

スポーツの秋。でも、今年は新型コロナウイルスの影響で、一

人きりで行えるジョギングやウォーキングをされる方も多いの

ではないでしょうか？そんなこの秋、「一人スポーツ」なんて挫

折しそうと思っている方におすすめの１冊がこれです！お正月

恒例の箱根駅伝を盛り上げた選手たちの決して平たんではなか

ったマラソンストーリーの数々は、秋の空の下で、「一人スポー

ツ」に励もうとするあなたへ、大きなエールを送ってくれるこ

とでしょう。 

 

 
『山怪』 田中康弘／著 山と渓谷社 2015年 

山や山間の村で語られる不思議な話を収集した一冊。 

特にマタギや猟師から聞いた話が多い。 

昔からの言い伝えというよりは今生きている人たちが体験した

ことばかり。 

山という特別な場所で起こる非現実的な出来事が淡々と語られ

ていて、どの話もゾッとしながらも思わず読み進んでしまいま

す。 

 
『シルバー川柳』 

全国有料老人ホーム協会／編 ポプラ社編集部／編  

ポプラ社 2013年 

表題の「誕生日 ローソク吹いて 立ちくらみ」や「万歩計 

半分以上 探しもの」など、日々の生活のなかで高齢者の皆様

が感じたことをユーモアたっぷりの川柳にして笑い飛ばす！

全国有料老人ホーム協会が主催の『シルバー川柳』の入選作・

応募作を紹介しています。 

し、 

 

読むならこれ！秋におすすめの 1冊 
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  図書館に入った 新 し い 本 
7月 29日から 8月 27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                                       

主体的な学びを支える学校図書館  小学校・中学校の授業サポート事例から  

和田 幸子／著 少年写真新聞社 017  

中年の本棚 荻原 魚雷／著 紀伊國屋書店 019  

情報コンテンツ利用の法務 Q&A 齋藤 浩貴／編著 青林書院 021.2  

朝日新聞の慰安婦報道と裁判 北野 隆一／著 朝日新聞出版 070.21  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

世界哲学史 ８ 伊藤 邦武／責任編集 筑摩書房 102  

「人間以後」の哲学 人新世を生きる 篠原 雅武／著 講談社 114  

ドゥルーズとガタリの『哲学とは何か』を精読する <内在>の哲学試論  

近藤 和敬／著 講談社 135.9  

１は赤い。そして世界は緑と青でできている。  「文字に色が見える」共感覚の話 

望月 菜南子／著 飛鳥新社 141.2  

「考える技術」と「地頭力」がいっきに身につく東大思考  

西岡 壱誠／著 東洋経済新報社 141.5  

最先端研究で導きだされた「考えすぎない」人の考え方  

堀田 秀吾／著 サンクチュアリ出版 141.5  

性格とは何か より良く生きるための心理学  

小塩 真司／著 中央公論新社 141.9  

新・カウンセリングの話 平木 典子／著 朝日新聞出版 146.3  

いくつになっても、「ずっとやりたかったこと」をやりなさい。  

ジュリア・キャメロン／著 サンマーク出版 159  

正々堂々 私が好きな私で生きていいんだ  

西村 宏堂／著 サンマーク出版 188.6  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

地図でスッと頭に入る古事記と日本書紀 瀧音 能之／監修 昭文社 213  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

中世鎌倉盛衰草紙 東国首都鎌倉の成立と展開  

峰岸 純夫／著 歴史探訪社 214.2  

列島の戦国史 ４ 池 享／企画編集委員 吉川弘文館 214.7  

新選組粛清録 伊東 成郎／著 河出書房新社 215.8  

民衆暴力 一揆・暴動・虐殺の日本近代 藤野 裕子／著 中央公論新社 216  

はじめての昭和史 井上 寿一／著 筑摩書房 217  

沖縄戦 75年戦禍を生き延びてきた人々  

琉球新報社社会部／編著 高文研 217.5  

太平洋戦争の収支決算報告 戦費・損失・賠償から見た太平洋戦争  

青山 誠／著 彩図社 217.5  

昭和史講義 戦後篇上・下 筒井 清忠／編 筑摩書房 217.6  

一冊でわかる中国史 岡本 隆司／監修 河出書房新社 222  

アウシュヴィッツ潜入記 収容者番号 4859  

ヴィトルト・ピレツキ／著 みすず書房 234  

盗まれたエジプト文明 ナイル 5000年の墓泥棒 篠田 航一／著 文藝春秋 242  

アメリカが見た山本五十六 上・下 「撃墜計画」の秘められた真実  

ディック・レイア／著 原書房 253  

ドタバタ関ケ原 長谷川 ヨシテル／著 柏書房 281  

江戸時代の明智光秀 村上 紀夫／著 創元社 281/ｱ 

敗戦、されど生きよ 石原莞爾最後のメッセージ  

早瀬 利之／著 芙蓉書房出版 281/ｲ 

信長空白の百三十日 木下 昌輝／著 文藝春秋 281/ｵ 

なぜ彼女は革命家になったのか 叛逆者フロラ・トリスタンの生涯  

ゲルハルト・レオ／著 法政大学出版局 289.8/ﾄ 

学びなおすと地理はおもしろい 宇野 仙／著 ベレ出版 290.1  

美しいものを見に行くツアーひとり参加 益田 ミリ／著 幻冬舎 290.9  

ようこそドラマチックジャーニーへ 中村 伸一／著 産業編集センター 290.9  

青春 18 きっぷパーフェクトガイド 2020-2021 谷崎 竜／著 イカロス出版 291  

チョコミント本 昭文社 291  

地図で楽しむ本当にすごい千葉 都道府県研究会／著 宝島社 291.35  

東京裏返し 社会学的街歩きガイド 吉見 俊哉／著 集英社 291.36  

東京レトロ写真帖 秋山 武雄／著 中央公論新社 291.36  
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３００ 政治・経済・社会                                                                                           

韓国社会の現在 超少子化、貧困・孤立化、デジタル化  

春木 育美／著 中央公論新社 302.21  

物的中国論 歴史と物質から見る「大国」 羽根 次郎／著 青土社 302.22  

香港とは何か 野嶋 剛／著 筑摩書房 302.22  

全体主義の克服 マルクス・ガブリエル／著 集英社 311.8  

長期政権のあと 佐藤 優／著 祥伝社 312.1  

言論の不自由 香港、そしてグローバル民主主義にいま何が起こっているのか  

ジョシュア・ウォン／著 河出書房新社 312.22  

大統領選挙・連邦議会を知るためのアメリカ政治文化辞典 

 橋本 二郎／編著 三省堂 312.53  

差別の近現代史 人権を考えなおす 塩見 鮮一郎／著 河出書房新社 316.3  

ロヒンギャ差別の深層 宇田 有三／著 高文研 316.82  

それでもあなたを「赦す」と言う 黒人差別が引き起こした教会銃乱射事件  

ジェニファー・ベリー・ホーズ／著 亜紀書房 316.85  

危険物取扱が一番わかる 

消防法上の危険物に関する法令、種類と特性、取扱いなどを解説 飯島 晃良／著 

技術評論社 317.7  

シークレットサービス レーガン大統領の命を救った男  

ジェリー・パー／著 中央公論新社 317.95  

安倍 vs.プーチン 日ロ交渉はなぜ行き詰まったのか？  

駒木 明義／著 筑摩書房 319.1  

日米同盟を考える <共同体>の幻想の行方 浅海 保／著 作品社 319.1  

まんがでわかる日米地位協定 高校生が日米地位協定を調べてみた！  

平良 隆久／著 小学館 319.8  

いちばんわかりやすい相続・贈与の本 '20－'21年版  

曽根 恵子／著 成美堂出版 324.7  

教養のための経済学超ブックガイド 88 経済の論点がこれ 1冊でわかる  

飯田 泰之／編 亜紀書房 331  

SDGs<持続可能な開発目標> 蟹江 憲史／著 中央公論新社 335.1  

The Visual MBA イラストレーターが名門カレッジ 2年間の講義をまとめた  

ジェイソン・バロン／著 ダイヤモンド社 336  

BCG次の 10年で勝つ経営 企業のパーパス(存在意義)に立ち還る  

ボストンコンサルティンググループ／編著 日経 BP日本経済新聞出版本部 336.1  

新・仕事力 「テレワーク時代」に差がつく働き方 大前 研一／著 小学館 336.4  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

「自宅オフィス」のととのえ方  

リモートワークを快適にするインテリアとアイディア 主婦の友社 336.5  

Zoom & Slack & Chatwork & Dropbox & Chrome リモートデスクトップ基本&便

利技 テレワーク入門書の決定版！ リンクアップ／著 技術評論社 336.5  

通貨の凋落で金急騰がはじまる！ 亀井 幸一郎／著 宝島社 337.3  

わかりやすい相続税・贈与税と相続対策 '20－'21年版  

加藤 厚／監修 成美堂出版 345.5  

数字の噓を見抜く本 カモにされないための数字リテラシー 

 田口 勇／著 彩図社 361.5  

ぼく、催眠商法の会社に入っちゃった ロバート・熊／著 辰巳出版 365  

21世紀の新しい職業図鑑 未来の職業ガイド  

武井 一巳／著 秀和システム 366.2  

「母と息子」の日本論 品田 知美／著 亜紀書房 367.3  

別れてもふたりで子育て 離婚の新常識！  

しばはし 聡子／著 マガジンランド 367.4  

認知症介護の悩み引き出し 52 「家族の会」の“つどい”は知恵の宝庫  

認知症の人と家族の会／編 クリエイツかもがわ 367.9  

車椅子の横に立つ人 障害から見つめる「生きにくさ」  

荒井 裕樹／著 青土社 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  

備えいらずの防災レシピ 「食」で実践フェーズフリー  

飯田 和子／著 東京法令出版 369.3  

防災イツモマニュアル 防災イツモプロジェクト／編 ポプラ社 369.3  

教育業界で働く 三井 綾子／著 ぺりかん社 370  

学力格差を克服する 志水 宏吉／著 筑摩書房 375.1  

10代と語る英語教育 民間試験導入延期までの道のり  

鳥飼 玖美子／著 筑摩書房 375.8  

発達が気になる子のイヤートレーニング 聴覚刺激で「できた！」を増やす  

小松 正史／著 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 378  

アイヌの祈り 堀内 昭彦／写真 求龍堂 382.11  

来訪神事典 平 辰彦／著 新紀元社 387  

アイヌと神々の謡 カムイユカラと子守歌 萱野 茂／著 山と溪谷社 388.11  
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４００ 科学・生物・医学                                                                    

キッチンサイエンスラボ 親子で楽しむ 52の科学体験  

Liz Lee Heinecke／著 オライリー・ジャパン 407  

なるほど！毎日の役立つ数学 近藤 宏樹／著 さくら舎 410  

今日から使える微積分 基礎から大学数学の入り口まで  

大村 平／著 講談社 413.3  

図解かけ算とわり算で面白いほどわかる微分積分  

佐々木 淳／著 ソーテック社 413.3  

日常の不思議を物理学で知る 文系でもよくわかる  

松原 隆彦／著 山と溪谷社 420  

物理大図鑑 ニュートンプレス 420  

元素は語る 考古化学で読む元素図鑑 中井 泉／著 ワニブックス 431.1  

周期表図鑑 <元素>完全理解 トム・ジャクソン／著 ニュートンプレス 431.1  

温暖化で日本の海に何が起こるのか 水面下で変わりゆく海の生態系 

 山本 智之／著 講談社 451.3  

ときめく雲図鑑 菊池 真以／写真・文 山と溪谷社 451.6  

インフォビジュアル研究所／著 太田出版 451.8  

パンダの祖先はお肉が好き！？ 動物園から広がる古生物の世界と進化  

土屋 健／著 笠倉出版社 457.8  

生き物が大人になるまで 「成長」をめぐる生物学  

稲垣 栄洋／著 大和書房 463.9  

世界を変えた微生物と感染症 左巻 健男／編著 祥伝社 465  

ゲノム編集とはなにか 「DNAのハサミ」クリスパーで生命科学はどう変わるのか 

山本 卓／著 講談社 467.2  

サメのアゴは飛び出し式 進化順に見る人体で表す動物図鑑 

 川崎 悟司／著 SBクリエイティブ 481.1  

ほっこり鳥日和 叶内 拓哉／写真 文一総合出版 488  

ハダカデバネズミのひみつ 岡ノ谷 一夫／監修 エクスナレッジ 489.4  

人生で大事なことはみんなゴリラから教わった  

山極 寿一／著 家の光協会 489.9  

いつか来る、はじめての「死」 今をより良く生きるために  

植田 美津恵／著 ゆいぽおと 490.1  

症状で見分ける家庭医学事典 重症度の判定法と対処法  

マーク・アイゼンバーグ／著 文響社 492  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

生活の木アロマワークショップ BOOK おうちで簡単手づくり！ 

 生活の木／著 パルコエンタテインメント事業部 492.5  

胃がん手術後の安心ごはん 胃を失ったあとの後遺症を防ぐ！  

青木 照明／著 女子栄養大学出版部 493.45  

アートリップ入門 認知症のうつ・イライラを改善する対話型アート鑑賞プログラム  

林 容子／著 誠文堂新光社 493.75  

認知症でも心は豊かに生きている 認知症になった認知症専門医長谷川和夫100の言葉  

長谷川 和夫／著 中央法規出版 493.75  

統合失調症は治りますか？ 当事者、家族、支援者の疑問に答える  

池淵 恵美／著 日本評論社 493.76  

ウイルスの世紀 なぜ繰り返し出現するのか  

山内 一也／著 みすず書房 493.8  

知っておきたい感染症 新型コロナと 21世紀型パンデミック 

 岡田 晴恵／著 筑摩書房 493.8  

パンデミックの文明論 ヤマザキ マリ／著 文藝春秋 493.8  

こどもの心臓病と手術 患者説明にそのまま使える  

立石 実／著 メディカ出版 493.94  

NICU命の授業 小さな命を見守る最前線の現場から  

豊島 勝昭／著 赤ちゃんとママ社 493.95  

よくわかるヘバーデン結節 痛み・こわばり・変形を自分で改善！ 

 池上 亮介／監修 ナツメ社 494.77  

これってホルモンのしわざだったのね 女性ホルモンと上手に付き合うコツ  

松村 圭子／著 池田書店 495.13  

Q&Aでよくわかる口から健康まるごと BOOK 

口腔機能低下症●オーラルフレイル●嚥下障害 

日本訪問歯科協会／監修 現代書林 497.9  

パンデミックブルーから心と体と暮らしを守る 50の方法  

古賀 良彦／著 亜紀書房 498.39  

家族と自分を守る「安心な食品」の選び方 安部 司／著 祥伝社 498.54  

ドキュメント感染症利権 医療を蝕む闇の構造  

山岡 淳一郎／著 筑摩書房 498.6  

ドキュメント武漢 新型コロナウイルス封鎖都市で何が起きていたか  

早川 真／著 平凡社 498.6  
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５００ 技術・工学・環境                                                                      

モノが壊れないしくみ 水野 操／著 ジャムハウス 501.3  

街角図鑑 街と境界編 三土 たつお／編著 実業之日本社 501.8  

はじめての発明 アイデアを商品化して収入を得る方法  

松本 奈緒美／著 新泉社 507.1  

カウントダウン 世界の水が消える時代へ  

レスター・R.ブラウン／著 海象社 517  

建築・道路・境界の法律知識 近隣トラブル対策！  

デイリー法学選書編修委員会／編 三省堂 520.9  

ザ・ヒストリー航空機大百科 人力飛行から宇宙船まで航空機の歴史がすべてわかる！  

アンソニー・エバンス／著 ニュートンプレス 538.6  

最強の電力調達完全ガイド コスト削減と再エネ導入を成功させる  

久保 欣也／著 日経 BP 540.9  

今日から使える！データサイエンスがよくわかる本  

今西 航平／著 秀和システム 548.1  

人工知能グラフィックヒストリー  

クリフォード・A.ピックオーバー／著 ニュートンプレス 548.1  

Zoom基本&便利技 マイカ／著 技術評論社 548.3  

ゼロから理解する ITテクノロジー図鑑  

岩崎 美苗子／文 プレジデント社 548.3  

今すぐ使えるかんたん Windows10 完全(コンプリート)ガイドブック困った解決&

便利技 2020-2021年最新版 リブロワークス／著 技術評論社 548.4  

ゼロからわかる Java超入門 はじめてのプログラミング 

 佐々木 整／著 技術評論社 548.5  

揚げて炙ってわかるコンピュータのしくみ 秋田 純一／著 技術評論社 548.7  

潜水士の道 五人の師匠から海の未来へ 鉄 芳松／著 マガジンランド 558.9  

モード後の世界 栗野 宏文／著 扶桑社 589.2  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

ぼくは 6歳、紅茶プランテーションで生まれて。  

スリランカ・農園労働者の現実から見えてくる不平等 栗原 俊輔／著 合同出版 617.4  

わさびの日本史 鮨・蕎麦・刺身…和食との出会いを探る  

山根 京子／著 文一総合出版 657.8  

やってはいけないお金の貯め方 大村 大次郎／著 宝島社 676.5  

通勤電車のすべて 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 686.21  
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◆◆◆６００ 産業・交通・通信（つづき）◆◆◆ 

電車を運転する技術 オールカラー＆図解で手に取るようにわかる！  

西上 いつき／著 SBクリエイティブ 686.21  

いちばんやさしい 60代からの Androidスマホ 増田 由紀／著 日経 BP 694  

簡単！楽しい！はじめてのスマホアプリ完全ガイド iPhone ＆ Android 対応 

かじがや 卓哉／著 宝島社 694  

チコちゃんに叱られる ３ Don't sleep through life！  

NHK「チコちゃんに叱られる！」制作班／編 小学館 699.9  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

１、２、３色の色えんぴつでイラスト 少ない色数でも、こんなにかわいい絵が描ける！  

ふじわら てるえ／著 誠文堂新光社 725.5  

英米文学者と読む「約束のネバーランド」 戸田 慧／著 集英社 726.1  

今日から「ときめきカメラ生活」 

 雑貨・ペット・植物・友だち撮りたいものをもっと可愛く撮る方法 

 橋本 哲／著 主婦の友社 743  

フォトグラファーのためのポートレート・レタッチテクニック 

 肌・目・唇・髪・輪郭などを簡単にレタッチ！ 藤田 一咲／著 玄光社 743.4  

ヨーロッパ音楽の歴史 金澤 正剛／著 音楽之友社 762.3  

いつも夢をみていた よく食べよく歌いよく生きた巴里東京ぐらし  

石井 好子／著 河出書房新社 767.8  

町あかりの昭和歌謡曲ガイド 町 あかり／著 青土社 767.8  

名作バレエ 70鑑賞入門 「物語」と「みどころ」がよくわかる 

 渡辺 真弓／文・監修 世界文化社 769  

吉本興業の約束 エンタメの未来戦略 大崎 洋／著 文藝春秋 779  

ナイツ午前九時の時事漫才  

TBSラジオ『土曜ワイドラジオ TOKYOナイツのちゃきちゃき大放送』／編 駒草出版 779.1  

今こそ栄光への架け橋を それでもオリンピックは素晴らしい! 

 刈屋 富士雄／著 海竜社 780.6  

バドミントンうまく動ける体になるトレーニング 競技力が上がる体づくり  

神田 潤一／著 ベースボール・マガジン社 783.5  

卓球勝つための思考と戦術 試合がはじまる前に勝負は 8割決まっている！  

岸川 聖也／著 実業之日本社 783.6  

世紀の落球 「戦犯」と呼ばれた男たちのその後  

澤宮 優／著 中央公論新社 783.7  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

ラウンドレッスン日本一のプロが教える「スコアの答え」 年間 220ラウンド  

小野寺 誠／著 主婦の友社 783.8  

PRIMITIVE TECHNOLOGY  

サバイバリストのための、道具や家やいろいろなものを自然の中で作るガイド 

 ジョン プラント／著 技術評論社 786  

剱岳－線の記 平安時代の初登頂ミステリーに挑む  

高橋 大輔／著 朝日新聞出版 786.1  

剱人 剱に魅せられた男たち 星野 秀樹／著 山と溪谷社 786.1  

２マスあきから始める詰めオセロ 100問ドリル  

日本オセロ連盟／監修 つちや書店 795.8  

 

８００ 語学                                                        

書くのがしんどい 竹村 俊助／著 PHP研究所 816  

心が伝わるお礼の手紙・はがきマナー＆文例集 感謝の気持ちをきちんと届ける 

杉本 祐子／著 主婦の友社 816.6  

ニューエクスプレスプラス 上海語 榎本 英雄／著 白水社 828.2  

いまさら聞けない英語のギモン 小池 浩／著 西東社 830  

わけがわかる中学英語 学研プラス／編 学研プラス 830  

音読 JAPON フランス語でニッポンを語ろう！  

浦島 久／著 IBCパブリッシング 857.8  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

江戸川乱歩語辞典 乱歩にまつわる言葉をイラストと豆知識で妖しく読み解く 

奈落 一騎／著 誠文堂新光社 910.2/ｴ 

谷崎潤一郎性慾と文学 千葉 俊二／著 集英社 910.2/ﾀ 

プライヴァシーの誕生 モデル小説のトラブル史  

日比 嘉高／著 新曜社 910.26  

知識ゼロからの短歌入門 佐佐木 幸綱／監修 幻冬舎 911.1  

シルバー川柳 いつでも夢を編 笑いあり、しみじみあり  

みやぎシルバーネット／編 河出書房新社 911.4  

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

げいさい 会田 誠／著 文藝春秋 913.6/ｱｲﾀ 

赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳 碧人／著 双葉社 913.6/ｱｵﾔ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

白蟻女 赤松 利市／著 光文社 913.6/ｱｶﾏ 

ハリネズミは月を見上げる あさの あつこ／著 新潮社 913.6/ｱｻﾉ 

トツ！ SAT 麻生 幾／著 幻冬舎 913.6/ｱｿｳ 

極刑 小倉 日向／著 双葉社 913.6/ｵｸﾗ 

タクジョ！ 小野寺 史宜／著 実業之日本社 913.6/ｵﾉﾃ 

魯肉飯(ロバプン)のさえずり 温 又柔／著 中央公論新社 913.6/ｵﾝ 

スキマワラシ 恩田 陸／著 集英社 913.6/ｵﾝﾀ 

二百十番館にようこそ 加納 朋子／著 文藝春秋 913.6/ｶﾉｳ 

へんぶつ侍、江戸を走る 亀泉 きょう／著 小学館 913.6/ｶﾒｲ 

二重拘束のアリア 賞金稼ぎスリーサム！ 川瀬 七緒／著 小学館 913.6/ｶﾜｾ 

対極 鬼田 隆治／著 小学館 913.6/ｷﾀ 

今昔百鬼拾遺-月 稀譚小説 京極 夏彦／著 講談社 913.6/ｷﾖｳ 

未来の自分に出会える古書店 齋藤 孝／著 文藝春秋 913.6/ｻｲﾄ 

うるはしみにくしあなたのともだち 澤村 伊智／著 双葉社 913.6/ｻﾜﾑ 

楽園とは探偵の不在なり 斜線堂 有紀／著 早川書房 913.6/ｼﾔｾ 

名探偵のはらわた 白井 智之／著 新潮社 913.6/ｼﾗｲ 

歓喜の歌 菅 浩江／著 早川書房 913.6/ｽｶ 

光秀の選択 鈴木 輝一郎／著 毎日新聞出版 913.6/ｽｽｷ 

竹林の七探偵 田中 啓文／著 光文社 913.6/ﾀﾅｶ 

雨の中の涙のように 遠田 潤子／著 光文社 913.6/ﾄｵﾀ 

かきあげ家族 中島 たい子／著 光文社 913.6/ﾅｶｼ 

テロリストの家 中山 七里／著 双葉社 913.6/ﾅｶﾔ 

夢魔の牢獄 西澤 保彦／著 講談社 913.6/ﾆｼｻ 

口福のレシピ 原田 ひ香／著 小学館 913.6/ﾊﾗﾀ 

愛しのシャロン 前川 裕／著 新潮社 913.6/ﾏｴｶ 

皆川博子長篇推理コレクション ４ 皆川 博子／著 柏書房 913.6/ﾐﾅｶ 

純喫茶パオーン 椰月 美智子／著 角川春樹事務所 913.6/ﾔｽｷ 

ぴりりと可楽！ 吉森 大祐／著 講談社 913.6/ﾖｼﾓ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

私捨悟入 安野 光雅／著 朝日新聞出版 914.6/ｱﾝﾉ 

ど忘れ書道 いとう せいこう／著 ミシマ社 914.6/ｲﾄｳ 

物語の海を泳いで 角田 光代／著 小学館 914.6/ｶｸﾀ 

志村けん 160の言葉 志村 けん／著 青志社 914.6/ｼﾑﾗ 
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◆◆◆９１４．６～９１７ 日本のエッセイ（つづき）◆◆◆ 

哀しみがあるから人生は面白い  

下重 暁子／著 SBクリエイティブ 914.6/ｼﾓｼ 

寂聴先生、コロナ時代の「私たちの生き方」教えてください！ 

 瀬戸内 寂聴／著 光文社 914.6/ｾﾄｳ 

夫の後始末 続 曽野 綾子／著 講談社 914.6/ｿﾉ 

孤独ぎらいのひとり好き 田村 セツコ／著 興陽館 914.6/ﾀﾑﾗ 

酒場詩人の美学 吉田 類／著 中央公論新社 914.6/ﾖｼﾀ 

弱さのちから 若松 英輔／著 亜紀書房 914.6/ﾜｶﾏ 

ベスト・エッセイ 2020 日本文藝家協会／編 光村図書出版 914.6 

特攻と日本軍兵士 大学生から「特殊兵器」搭乗員になった兄弟の証言と伝言  

広岩 近広／著 毎日新聞出版 916 

文字の読めないパイロット 識字障害の僕がドローンと出会って飛び立つまで  

高梨 智樹／著 イースト・プレス 916/ﾀｶﾅ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

舎弟たちの世界史 イ ギホ／著 新泉社 929.1/ｲ 

誉れの剣 １ イーヴリン・ウォー／著 白水社 933/ｳ 

笑う仏(ラッフィング・ブッダ) ヴィンセント・スターレット／著 論創社 933/ｽ 

ヘル・ホローの惨劇 P.A.テイラー／著 論創社 933/ﾃ 

ラスト・ストーリーズ ウィリアム・トレヴァー／著 国書刊行会 933/ﾄ 

巨大 IT企業クラウドの光と影 ロブ・ハート／著 早川書房 933/ﾊ 

英雄なんかどこにもいない 未収録+未公開作品集  

チャールズ・ブコウスキー／著 青土社 933/ﾌ 

ボーン・クロックス デイヴィッド・ミッチェル／著 早川書房 933/ﾐ 

内なるゲットー サンティアゴ・H.アミゴレナ／著 河出書房新社 953/ｱ 

砂漠が街に入りこんだ日 グカ・ハン／著 リトルモア 953/ﾊ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

終電の神様 ３ 阿川 大樹／著 実業之日本社 BN/ｱｶ 

誰？ 明野 照葉／著 徳間書店 BN/ｱｹ 

襲撃犯 安生 正／著 実業之日本社 BN/ｱﾝ 

桃太郎姫望郷はるか 井川 香四郎／著 実業之日本社 BN/ｲｶ 

迷い鳥 研ぎ師人情始末 6   決定版 稲葉 稔／著 光文社 BN/ｲﾅ 

勘定侍柳生真剣勝負 ２ 上田 秀人／著 小学館 BN/ｳｴ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

ヘッド・ハンター 大藪 春彦／著 光文社 BN/ｵｵ 

山くじら 居酒屋お夏 春夏秋冬 岡本 さとる／著 幻冬舎 BN/ｵｶ 

傭兵団の料理番 10 川井 昻／著 主婦の友インフォス BN/ｶﾜ 

鬼の首を奪(と)れ 潜入、諸国廻り 倉阪 鬼一郎／著 徳間書店 BN/ｸﾗ 

親子の絆にあらがって 親子十手捕物帳 5小杉 健治／著 角川春樹事務所 BN/ｺｽ 

忍びたちの本能寺 近衛 龍春／著 新潮社 BN/ｺﾉ 

批評家失格 新編初期論考集 小林 秀雄／著 新潮社 BN/ｺﾊ 

盲目の織姫は後宮で皇帝との恋を紡ぐ ２ 小早川 真寛／著 双葉社 BN/ｺﾊ 

棲月 隠蔽捜査 7 今野 敏／著 新潮社 BN/ｺﾝ 

紀伊ノ変 居眠り磐音 36   決定版 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

濁り鮒 照れ降れ長屋風聞帖 8 坂岡 真／著 双葉社 BN/ｻｶ 

深夜特急 ３・４ 沢木 耕太郎／著 新潮社 BN/ｻﾜ 

司馬遼太郎の街道 ３ 週刊朝日編集部／著 朝日新聞出版 BN/ｼﾊ 

春風そよぐ 父子十手捕物日記 2 鈴木 英治／著 光文社 BN/ｽｽ 

妻紅 神田職人えにし譚 2 知野 みさき／著 角川春樹事務所 BN/ﾁﾉ 

商武の絆 おれは一万石 14 千野 隆司／著 双葉社 BN/ﾁﾉ 

鏡館の殺人 月原 渉／著 新潮社 BN/ﾂｷ 

遠い面影 はぐれ長屋の用心棒 49 鳥羽 亮／著 双葉社 BN/ﾄﾊ 

御徒の女 中島 要／著 実業之日本社 BN/ﾅｶ 

癌病船 西村 寿行／著 徳間書店 BN/ﾆｼ 

新田次郎山の歳時記 続 新田 次郎／著 山と溪谷社 BN/ﾆﾂ 

独眼竜を継ぐ者 勘十郎まかり通る 3 早見 俊／著 二見書房 BN/ﾊﾔ 

贋の小判に流れ星 大富豪同心 25 幡 大介／著 双葉社 BN/ﾊﾝ 

殺人現場は雲の上 東野 圭吾／著 光文社 BN/ﾋｶ 

ひらり圭次郎腕貸し稼業 ２ 氷月 葵／著 コスミック出版 BN/ﾋｽ 

インジョーカー 組織犯罪対策課八神瑛子 4 深町 秋生／著 幻冬舎 BN/ﾌｶ 

虎狼の企み 剣客奉行柳生久通 4 藤 水名子／著 二見書房 BN/ﾌｼ 

偽久蔵 新・秋山久蔵御用控 8 藤井 邦夫／著 文藝春秋 BN/ﾌｼ 

八重ちらし 神田まないたお勝手帖 4 槇 あおい／著 双葉社 BN/ﾏｷ 

コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店 町田 そのこ／著 新潮社 BN/ﾏﾁ 

京都寺町三条のホームズ 15 望月 麻衣／著 双葉社 BN/ﾓﾁ 

影燈籠 柳橋ものがたり 5 森 真沙子／著 二見書房 BN/ﾓﾘ 

柳生十兵衛死す 上・下 山田風太郎傑作選 室町篇 

山田 風太郎／著 河出書房新社 BN/ﾔﾏ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

雷神 草同心江戸鏡 3 吉田 雄亮／著 実業之日本社 BN/ﾖｼ 

５分でドキッとする！意外な恋の物語  

『このミステリーがすごい！』編集部／編 宝島社 BN  

文豪たちが書いた怪談 彩図社文芸部／編 彩図社 BN  

ハンターキラー最後の任務 上・下 ジョージ・ウォーレス／著 早川書房 B/ｳｵ 

タイタニックを引き揚げろ 上・下 クライブ・カッスラー／著 扶桑社 B/ｶﾂ 

死亡通知書 暗黒者 周 浩暉／著 早川書房 B/ｼﾕ 

十戒の《マシン》船 宇宙英雄ローダン・シリーズ 622  

ペーター・グリーゼ／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

夢見者カッツェンカット 宇宙英雄ローダン・シリーズ 623  

クルト・マール／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

 

Ｔ 暮らし                                                

髪が女のすべてを決める 木田 昌吾／著 総合法令出版 T0  

パリと生きる女たち ジャンヌ・ダマス／著 KTC中央出版 T0  

昔ながらの家事コツと裏ワザ 750選  

暮らしの困りごとは身近なものですぐに解決！ 主婦の友社／編 主婦の友社 T0  

女の子に作ってあげたい夏服 加藤 容子／著 ブティック社 T11  

挫折しない！子ども服レッスン BOOK そろそろできるようになりたい人へ  

岡田 桂子／著 日本ヴォーグ社 T11  

かぎ針で編むあったか円座&角座とバッグ 1 つの編み地で２アイテム編める！ 

アップルミンツ T13  

かぎ針で編むひょっこりかわいい！アニマルマフラー アップルミンツ T13  

きほんの平結びでマクラメが上手になる  

この 1冊でちゃんと結べる＆きちんと作れる 蔭山 はるみ／著 誠文堂新光社 T19  

私の小さなアクアリウム-手作り超ミニ水族館ボトリウム  

田畑 哲生／著 ブティック社 T3  

味つけご飯とおみおつけ 重信 初江／著 東京書籍 T41  

材料を袋に入れるだけで、定番の冷凍食品がおうちでできた！ 

 新谷 友里江／著 学研プラス T41  

麴のレシピ 発酵の力でおいしい毎日 おの みさ／著 池田書店 T43  

野菜たっぷり具だくさんの主役サンド 150  

これ 1品で献立いらず！ エダジュン／著 誠文堂新光社 T45  

 



22 

 

◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

かんたんシンプルごほうびデザート 甘いものが食べたいときは 

 サルボ恭子／著 家の光協会 T46  

家飲みかんたんドリンク 150 身近な材料で作れる極上カクテル 

 荻野 修一／監修 主婦の友社 T47  

ひとさじで免疫力が上がる発酵しょうが健康レシピ  

マスジマ トモコ／著 家の光協会 T49  

雨漏り修理のプロが教える屋根・外壁のメンテナンス  

我が家の補修で失敗しない方法 雨漏り 110番グループ／編著 学芸出版社 T5  

ウッドデッキ＆テラス百科 快適で暮らしやすいアウトドアリビング！！  

ブティック社 T5  

美しいセダムの寄せ植え MAi／著 エクスナレッジ T6  

二十四節気暦のレシピ 猪飼 牧子／著 日本文芸社 T6  

子どもにいいこと大全 自律神経をととのえる 62の習慣  

主婦の友社／編 主婦の友社 T9  

ママにいいこと大全 育児のうつヌケ 95の習慣  

主婦の友社／編 主婦の友社 T9  

 

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

市民参加の庁舎計画 栃木県を中心に 三橋 伸夫／著 農林統計出版 SF1  

給与小六法 令和３年版 公務人材開発協会人事行政研究所／編 学陽書房 SF5  

公務員のためのインバスケットトレーニング 限られた時間で結果を出す！  

鳥原 隆志／著 ぎょうせい SF5  

税務六法 令和２年版 通達編・法令編１・２  

日本税理士会連合会／編集 ぎょうせい SH5  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

介護・看護サービス統計データ集 2021-2022 三冬社 R367.9  

子ども白書 2020 日本子どもを守る会／編 かもがわ出版 R369.4  

類語ニュアンス辞典 中村 明／編著 三省堂 R813.5  

マスコミ用語担当者がつくった使える！用字用語辞典 

CONTEMPORARY JAPANESE STYLE 前田 安正／編著 三省堂 R816  
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『にょっ記』 

穂村弘／著 文藝春秋社 2006.3 

『にょっ記』とは、長嶋有さんの解説によれば「料理の 

ニョッキと日記をもじっている」そうです。 

確かに日記のようで日記ではないし、かといって料理本で 

もない。エッセイが近い気もするけれど、それにしては一 

つひとつが短すぎる感じだし…。 

分類は専門の方にお任せするとして、この本のおもしろさは、歌人・穂村弘さんが、自らの「想

像（妄想？）力」と「観察力」を駆使して、「現実」と「空想」の間を自由に行き来するところに

あると思います。 

読み進む内、日常のフツーのできごとの中におもしろさを見つけるユニークな「視点」や、ほと

んどあり得ない方向に膨らむ「妄想」の数々と出会い、独特の世界に浸れることでしょう。 

この本は雑誌の連載をまとめたもので、以降『にょにょっ記』（2009）、『にょにょにょっ記』

（2015）の二冊が出版されています。まずは一冊いかがでしょうか。（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 10 月 11 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 

1 日 

 

15 日  

5 日 

 

19 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 

2 日 

 

16 日  

6 日 

 

20 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） 

14 日 

28 日 

11 日 

25 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

8 日   

 

22 日  

 

 

12 日 

 

26 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 

9 日 

 

23 日  

 

13 日 

 

27 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。 

☆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。  

 


