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２０２1年 ３月 №259 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

３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） 
1日・8日・15日・22日・29日 

市政図書室（日曜日・祝日） 7日・14日・20日・21日・28日 

 

今月のひろば 

P.2 図書館に入った新しい本 

P.17 図書館員の本箱   

P.18 移動図書館ひまわり号からのお知らせ 

P.20 移動図書館ひまわり号３月巡回日程 

祝日 20 日は開館します！ 
（市政図書室除く） 
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    図書館に入った 新 し い 本 
12月 25日から 1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                                       

スキルアップ！情報検索 基本と実践 中島 玲子／著 日外アソシエーツ 007  

アーカイブの思想 言葉を知に変える仕組み 根本 彰／著 みすず書房 014  

学校図書館をハックする 学びのハブになるための 10の方法  

クリスティーナ・A.ホルズワイス／著 新評論 017  

鬼才 伝説の編集人齋藤十一 森 功／著 幻冬舎 070.28/ｻ 

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

世界がわかる比較思想史入門 中村 隆文／著 筑摩書房 102  

つかふ 使用論ノート 鷲田 清一／著 小学館 104/ﾜ 

ポジティブ心理学 科学的メンタル・ウェルネス入門  

小林 正弥／著 講談社 140  

あの人はなぜ定年後も会社に来るのか 中島 美鈴／著 NHK出版 143.7  

見抜く力 びびらない、騙されない。 佐藤 優／著 プレジデント社 159  

御朱印さんぽ京都の寺社 ぶらり日帰りで、運気アップ！ 

 JTBパブリッシング 185.9  

『往生要集』入門 人間の悲惨と絶望を超える道  

阿満 利麿／著 筑摩書房 188.6  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

駒形丸事件 インド太平洋世界とイギリス帝国 秋田 茂／著 筑摩書房 209.7  

日本史「今日は何の日」事典 367日+360日・西暦換算併記 

 吉川弘文館編集部／編 吉川弘文館 210.3  

顔の考古学 異形の精神史 設楽 博己／著 吉川弘文館 212  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

日本はこうしてつくられた 大和を都に選んだ古代王権の謎  

安部 龍太郎／著 小学館 213  

源氏将軍断絶 なぜ頼朝の血は三代で途絶えたか  

坂井 孝一／著 PHP研究所 214.2  

戦国大名の戦さ事情 渡邊 大門／著 柏書房 214.7  

江戸問答 田中 優子／著 岩波書店 215  

戦争が巨木を伐った 太平洋戦争と供木運動・木造船  

瀬田 勝哉／著 平凡社 217.5  

貞観政要 全訳注 呉 兢／編 講談社 222  

後藤新平の台湾 人類もまた生物の一つなり  

渡辺 利夫／著 中央公論新社 222.4  

自由を求めて 上・下 ハリーとメーガン 新しいロイヤルファミリーを作る 

 オミッド・スコビー／著 扶桑社 233  

上杉鷹山 「富国安民」の政治 小関 悠一郎／著 岩波書店 281/ｳ 

むさぼらなかった男 渋沢栄一「士魂商才」の人生秘録  

中村 彰彦／著 文藝春秋 281/ｼ 

立花宗茂 戦国「最強」の武将 加来 耕三／著 中央公論新社 281/ﾀ 

伊達一族の中世 「独眼龍」以前 伊藤 喜良／著 吉川弘文館 288.3  

フランクリン・ローズヴェルト 大恐慌と大戦に挑んだ指導者  

佐藤 千登勢／著 中央公論新社 289.8/ﾙ 

今がわかる時代がわかる世界地図 2021年版 ・日本地図 2021年版 

 成美堂出版編集部／編集 成美堂出版 290.3  

たけとみの島々 竹富島 西表島 波照間島 小浜島 黒島 鳩間島 新城島 由布島 加屋真島 

 地球の歩き方 291  

遺したい味 わたしの東京、わたしの京都 平松 洋子／著 淡交社 291  

こどもと学んで遊ぼう冬 首都圏版 ぴあ 291.3  

ルンタ 竹沢 うるま／著 小学館 292.2  

トルコの人がみんな親切だった話 野宮 レナ／著 イースト・プレス 292.66  
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３００ 政治・経済・社会                                                                                           

退屈とポスト・トゥルース SNSに搾取されないための哲学  

マーク・キングウェル／著 集英社 301  

地図で見る東南アジアハンドブック ユーグ・テルトレ／著 原書房 302.23  

シリアの戦争で、友だちが死んだ 桜木 武史／文 ポプラ社 302.27  

ベネズエラ 溶解する民主主義、破綻する経済  

坂口 安紀／著 中央公論新社 302.61  

自由の限界 世界の知性 21人が問う国家と民主主義  

エマニュエル・トッド／著 中央公論新社 304  

東京の多様性 滝 久雄／編著 日経 BP日本経済新聞出版本部 304  

ウイルスが変えた世界の構造 副島 隆彦／著 日本文芸社 304/ｿ 

デジタル革命で機械の奴隷にならない生き方 

 ディストピアを超えて現代のユートピアへ R.D.プレヒト／著 日本評論社 304/ﾌ 

何とかならない時代の幸福論 ブレイディみかこ／著 朝日新聞出版 304/ﾌ 

戦後民主主義 現代日本を創った思想と文化  

山本 昭宏／著 中央公論新社 309.1  

強い内閣と近代日本 国策決定の主導権確保へ  

関口 哲矢／著 吉川弘文館 312.1  

ロッキード 真山 仁／著 文藝春秋 312.1  

菅義偉 不都合な官邸会見録 望月衣塑子+特別取材班／著 宝島社 312.1  

内モンゴル紛争 危機の民族地政学 楊 海英／著 筑摩書房 316.82  

ロヒンギャ危機 「民族浄化」の真相 中西 嘉宏／著 中央公論新社 316.82  

世界を動かす変革の力 

 ブラック・ライブズ・マター共同代表からのメッセージ 

 アリシア・ガーザ／著 明石書店 316.85  

やさしく学べる危険物関係の法律 はじめての人でもよく解る！  

石原 鉄郎／著 第一法規 317.7  

地方を生きる 小松 理虔／著 筑摩書房 318.6  

世界一ポップな国際ニュースの授業 藤原 帰一／著 文藝春秋 319  

強い日本が平和をもたらす日米同盟の真実  

ケント・ギルバート／著 ワニブックス 319.1  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

入門人間の安全保障 恐怖と欠乏からの自由を求めて  

長 有紀枝／著 中央公論新社 319.8  

落語でわかる「民法」入門 森 章太／著 日本実業出版社 324  

図解いちばんやさしく丁寧に書いた相続税申告の本  

はじめての人でもしっかりわかる！ 須田 邦裕／監修 成美堂出版 324.7  

囚われし者たちの国 世界の刑務所に正義を訪ねて  

バズ・ドライシンガー／著 紀伊國屋書店 326.5  

倒産法入門 再生への扉 伊藤 眞／著 岩波書店 327.3  

そのとき、「お金」で歴史が動いた ホン チュヌク／著 文響社 332  

会計の日本史 その時“お金”が歴史を動かした！  

大村 大次郎／著 清談社 Publico 332.1  

図解 SDGs入門 村上 芽／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 335.1  

日本企業の復活力 コロナショックを超えて 伊丹 敬之／著 文藝春秋 335.2  

やるべきことがすぐわかる！SDGs実践入門 

中小企業経営者＆担当者が知っておくべき 85の原則 泉 貴嗣／著 技術評論社 336 

金融のしくみがこれ 1冊でしっかりわかる教科書  

伊藤 亮太／著 技術評論社 338  

21世紀を生きるための社会学の教科書 ケン・プラマー／著 筑摩書房 361  

ひとはなぜ「認められたい」のか 承認不安を生きる知恵  

山竹 伸二／著 筑摩書房 361.4  

どこへ行っても恥をかかない世界の「常識」図鑑  

御手洗 昭治／編著 総合法令出版 361.5  

コロナ禍に立ち向かう働き方と法 和田 肇／編著 日本評論社 366  

発達障害の人のための就活ハック ちょっとしたコツでうまくいく！  

窪 貴志／著 翔泳社 366.2  

あなたの会社、その働き方は幸せですか？ 出口 治明／著 祥伝社 366.21  

女性差別はどう作られてきたか 中村 敏子／著 集英社 367.2  

シングルママの「お金に困らない」本 かんたん申請で「月 5万円」もらえる！  

丸山 晴美／監修 徳間書店 367.3  

ステップファミリー 子どもから見た離婚・再婚 野沢 慎司／著 KADOKAWA 367.3  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

トラウマと共に生きる 性暴力サバイバーと夫たち+回復の最前線 

 森田 ゆり／編著 築地書館 367.6  

在宅ひとり死のススメ 上野 千鶴子／著 文藝春秋 367.9  

騙されない老後 権力に迎合しない不良老人のすすめ  

池田 清彦／著 扶桑社 367.9  

定年の教科書 お金|健康|生きがい 長尾 義弘／著 河出書房新社 367.9  

残念な介護楽になる介護 井戸 美枝／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 367.9  

ルポ東尋坊 生活保護で自殺をとめる 下地 毅／著 緑風出版 368.3  

地域を変えるソーシャルワーカー 朝比奈 ミカ／編 岩波書店 369.1  

ケアマネジャーをめざす人の本 '21年版 介護支援専門員  

コンデックス情報研究所／編著 成美堂出版 369.2  

震災と死者 東日本大震災・関東大震災・濃尾地震  

北原 糸子／著 筑摩書房 369.3  

防火・消火・耐火が一番わかる 火災のメカニズムを理解し防ぎ方・消し方を学ぶ 

 榎本 満帆／著 技術評論社 369.3  

ガザ、西岸地区、アンマン 「国境なき医師団」を見に行く  

いとう せいこう／著 講談社 369.9  

大学はどこまで「公平」であるべきか 一発試験依存の罪  

橘木 俊詔／著 中央公論新社 377  

子どもの発達障害とソーシャルスキルトレーニングのコツが 

わかる本 西永 堅／著 ソシム 378  

手話の学校と難聴のディレクター 

 ETV特集「静かで、にぎやかな世界」制作日誌 長嶋 愛／著 筑摩書房 378.2  

子供がぐんぐん伸びる「オンライン学習」活用術  

前田 大介／著 ワニ・プラス 379.7  

日本人の原風景 風土と信心とたつきの道 神崎 宣武／著 講談社 382.1  

イラストでわかるお江戸ファッション図鑑 

 町娘・若衆・武家・姫君・役者・芸者・遊女など 撫子 凛／著 マール社 383.1  

樺太アイヌ民族誌 その生活と世界観 大貫 恵美子／著 青土社 389.11  
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４００ 科学・生物・医学                                                                    

おとな数学塾 中島 隆夫／著 ぱる出版 410  

学びなおす算数 小林 道正／著 筑摩書房 410  

最強に面白い！！パラドックス ニュートンプレス 410.1  

数学で考える！世界をつくる方程式 50  

リッチ・コクラン／著 ニュートンプレス 411.4  

文系のためのめっちゃやさしい三角関数  

山本 昌宏／監修 ニュートンプレス 413.5  

いちばんやさしいベイズ統計入門 

 「結果」から「原因」を探し出す 佐々木 淳／著 SBクリエイティブ 417  

和算 江戸の数学文化 小川 束／著 中央公論新社 419.1  

トポロジカル物質とは何か 最新・物質科学入門 長谷川 修司／著 講談社 428  

核融合エネルギーのきほん 図解でよくわかる 「核融合エネルギーのきほん」 

出版委員会／編 誠文堂新光社 429.5  

118元素全百科 ジェームス・M.ラッセル／著 ニュートンプレス 431.1  

藤井旭の星座をさがそう 四季の星空の見方・楽しみ方がわかる 

 藤井 旭／著 誠文堂新光社 443.8  

地図づくりの現在形 地球を測り、図を描く 宇根 寛／著 講談社 448.9  

ドローダウン 地球温暖化を逆転させる 100の方法  

ポール・ホーケン／編著 山と溪谷社 451.3  

気候変動から世界をまもる 30の方法  

わたしたちのクライメート・ジャスティス！  

国際環境 NGO FoE Japan／編 合同出版 451.8  

日本列島の未来 オールカラー図解 中島 淳一／著 ナツメ社 453.21  

図説化石の文化史 神話、装身具、護符、そして薬まで  

ケン・マクナマラ／著 原書房 457  

生物多様性を問いなおす 世界・自然・未来との共生と SDGs 

 高橋 進／著 筑摩書房 468  

人類史マップ サピエンス誕生・危機・拡散の全記録 

 テルモ・ピエバニ／著 日経ナショナルジオグラフィック社 469.2  

「顔」の進化 あなたの顔はどこからきたのか 馬場 悠男／著 講談社 469.4  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

動物園・その歴史と冒険 溝井 裕一／著 中央公論新社 480.7  

八ケ岳の野鳥に逢いにきました。 柳生 博／著 東京ニュース通信社 488.1  

病気がわかる事典 家庭の医学 山川 達郎／監修 成美堂出版 492  

甲状腺の病気 あんしん手帖 野口 仁志／監修 主婦の友社 493.49  

成功する子は食べ物が 9割幼児食 2才 3才 4才 5才  

細川 モモ／監修 主婦の友社 493.98  

タイプ別診断で寝ながら治す脊柱管狭窄症  

白井 天道／著 SBクリエイティブ 494.66  

視力を失わないために今すぐできること  

世界一の眼科外科医がやさしく教える 深作 秀春／著 主婦の友社 496.3  

日本人の健康を社会科学で考える  

小塩 隆士／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 498  

SWITCH オートファジーで手に入れる究極の健康長寿  

ジェームズ・W.クレメント／著 日経 BP 498.3  

整えるヨガ 心とカラダの不調に効く 365日の基本ポーズ  

廣田 なお／著 ダイヤモンド社 498.3  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 

 発注者も施工者も知っておきたい基礎知識 岩瀬 泰己／著 秀和システム 511.7  

福島が沈黙した日 原発事故と甲状腺被ばく 榊原 崇仁／著 集英社 543.4  

はじめてでも上手に描ける入門！ドット絵道場 せたも／著 ナツメ社 548.1  

今すぐ使えるかんたん Zoom ビデオ会議やオンライン授業で 

活用する本 マイカ／著 技術評論社 548.3  

人気ブロガーからあげ先生のとにかく楽しい AI自作教室  

からあげ／著 日経 BP 548.5  

ポルトガル・ワイン 山本 博／著 早川書房 588.5  

絶対はずさないおうち飲みワイン 山本 昭彦／著 朝日新聞出版 588.5  
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６００ 産業・交通・通信                                                                                         

地域衰退 宮崎 雅人／著 岩波書店 601.1  

食料危機 パンデミック、バッタ、食品ロス 井出 留美／著 PHP研究所 611.3  

妻がマルチ商法にハマって家庭崩壊した僕の話。  

ズュータン／著 ポプラ社 673.3  

ネットショップ運営攻略大全 竹内 謙礼／著 技術評論社 673.3  

つみたて NISAの教科書 コツコツ続けてしっかり増やす！  

風呂内 亜矢／著 ナツメ社 676.5  

渋沢栄一と鉄道 「資本主義の父」が鉄道に託した可能性  

小川 裕夫／著 天夢人 686.21  

懐かしい国鉄駅舎と鉄道風景<多摩地域>  

中央線、青梅線、五日市線、八高線、南武線、横浜線、武蔵野線 

 牧野 和人／著 フォト・パブリッシング 686.5  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

拡張するキュレーション 価値を生み出す技術 暮沢 剛巳／著 集英社 706.9  

366日風景画をめぐる旅 海野 弘／解説・監修 パイインターナショナル 723.3  

水墨画用語ハンドブック 

 現代の画家が選んだ用具・技法・鑑賞のキーワード 

 日貿出版社／編 日貿出版社 724.1  

ひと目でわかるフォントが活きるデザインの基本。  

伊達 千代／監修 エムディエヌコーポレーション 727.8  

こんな写真を撮ってきた 椎名 誠／著 新日本出版社 748/ｼ 

カンマの女王 「ニューヨーカー」校正係のここだけの話  

メアリ・ノリス／著 柏書房 749.4  

かわいくてとっても楽しい！紙のおもちゃ 切って貼るだけ！ 

 moko／著 日本ヴォーグ社 754.9  

佐藤可士和の対話ノート 対談集 佐藤 可士和／著 誠文堂新光社 757  

２択でわかる配色基礎トレーニング  

内田 広由紀／著 視覚デザイン研究所 757.3  

日本の色 コロナ・ブックス編集部／編 平凡社 757.3  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

現代音楽史 闘争しつづける芸術のゆくえ 沼野 雄司／著 中央公論新社 762  

ジャケ買いしてしまった！！ ストリーミング時代に反逆する前代未聞のJAZZガイド 

中野 俊成／著 ジャズジャパン 764.7  

スクリーンが待っている 西川 美和／著 小学館 778.21  

アニメ大国の神様たち 時代を築いたアニメ人インタビューズ 

 三沢 典丈／著 イースト・プレス 778.7  

nigger ディック・グレゴリー自伝 ディック・グレゴリー／著 現代書館 779.1  

まくらが来りて笛を吹く 春風亭 一之輔／著 朝日新聞出版 779.1 

B.LEAGUE誕生 日本スポーツビジネス秘史 大島 和人／著 日経 BP 783.1  

写真と図で見るロープとひもの結び方大全  

ロープワーク研究会／著 西東社 786  

アルパインクライミング 保科 雅則／著 山と溪谷社 786.1  

ドキュメント山小屋とコロナ禍 山小屋の<未来>を展望する  

山と溪谷社／編 山と溪谷社 786.1  

はじめよう！ソロキャンプ 森 風美／著 山と溪谷社 786.3  

囲碁・模様消し完全ガイド 足立 泰彦／著 マイナビ出版 795  

西洋アンティーク・ボードゲーム 19世紀に愛された遊びの世界 

 エイドリアン・セビル／著 日経ナショナルジオグラフィック社 798  

 

８００ 語学                                                        

辞典語辞典 辞書にまつわる言葉をイラストと豆知識でずっしりと読み解く 

 見坊 行徳／文 誠文堂新光社 813.1  

「文章術のベストセラー100冊」のポイントを 1冊にまとめてみた。 

 藤吉 豊／著 日経 BP 816  

心を伝える、すぐに役立つ手紙・はがき・一筆箋の書き方マナー大全 

 杉本 祐子／著 主婦の友社 816.6  

世界一わかりやすい韓国語の教科書 YUKIKAWA／著 KADOKAWA 829.1  

英文法再入門 10のハードルの飛び越え方 澤井 康佑／著 中央公論新社 835  
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９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

野の古典 安田 登／著 紀伊國屋書店 910.4/ﾔ 

あるある！お悩み相談室「名句の学び方」 岸本 葉子／著 NHK出版 911.3  

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

イグジット 相場 英雄／著 日経 BP 913.6/ｱｲﾊ 

ばあさんは 15歳 阿川 佐和子／著 中央公論新社 913.6/ｱｶﾜ 

ヨンケイ！！ 天沢 夏月／著 ポプラ社 913.6/ｱﾏｻ 

愚か者(フリムン)の島 乾 緑郎／著 祥伝社 913.6/ｲﾇｲ 

ヘーゼルの密書 The Peace Feelers 上田 早夕里／著 光文社 913.6/ｳｴﾀ 

羊は安らかに草を食み 宇佐美 まこと／著 祥伝社 913.6/ｳｻﾐ 

コンジュジ 木崎 みつ子／著 集英社 913.6/ｷｻｷ 

応仁悪童伝 木下 昌輝／著 角川春樹事務所 913.6/ｷﾉｼ 

花束みたいな恋をした ノベライズ  

坂元 裕二／原作・脚本 リトルモア 913.6/ｸﾛｽ 

ラストは初めから決まっていた 小手鞠 るい／著 ポプラ社 913.6/ｺﾃﾏ 

花は散っても 坂井 希久子／著 中央公論新社 913.6/ｻｶｲ 

天下一のへりくつ者 佐々木 功／著 光文社 913.6/ｻｻｷ 

島田荘司全集 ８ 島田 荘司／著 南雲堂 913.6/ｼﾏﾀ 

ゴールデンタイムの消費期限 斜線堂 有紀／著 祥伝社 913.6/ｼﾔｾ 

元彼の遺言状 新川 帆立／著 宝島社 913.6/ｼﾝｶ 

高瀬庄左衛門御留書 砂原 浩太朗／著 講談社 913.6/ｽﾅﾊ 

ログ・ホライズン 外伝 池梟 リョーマ／著 KADOKAWA 913.6/ﾄｳﾉ 

キャッシー 中森 明夫／著 文藝春秋 913.6/ﾅｶﾓ 

近鉄特急殺人事件 西村 京太郎／著 新潮社 913.6/ﾆｼﾑ 

旅する練習 乗代 雄介／著 講談社 913.6/ﾉﾘｼ 

人生脚本 伴 一彦／著 光文社 913.6/ﾊﾝ 

銀獣の集い 廣嶋玲子短編集 廣嶋 玲子／著 東京創元社 913.6/ﾋﾛｼ 

鬼哭の銃弾 深町 秋生／著 双葉社 913.6/ﾌｶﾏ 

メイド・イン京都 藤岡 陽子／著 朝日新聞出版 913.6/ﾌｼｵ 

猫がこなくなった 保坂 和志／著 文藝春秋 913.6/ﾎｻｶ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

零から０へ まはら 三桃／著 ポプラ社 913.6/ﾏﾊﾗ 

フシギ 真梨 幸子／著 KADOKAWA 913.6/ﾏﾘ 

ワンダフル・ライフ 丸山 正樹／著 光文社 913.6/ﾏﾙﾔ 

公孫龍 １ 宮城谷 昌光／著 新潮社 913.6/ﾐﾔｷ 

ヴェルサイユ宮の聖殺人 宮園 ありあ／著 早川書房 913.6/ﾐﾔｿ 

商店街のジャンクション 村木 美涼／著 早川書房 913.6/ﾑﾗｷ 

おたがいさま 群 ようこ／著 角川春樹事務所 913.6/ﾑﾚ 

私のカレーを食べてください 幸村 しゅう／著 小学館 913.6/ﾕｷﾑ 

足利の血脈 書き下ろし歴史アンソロジー 秋山 香乃／著 PHP研究所 913.6/ 

移動図書館の子供たち 我妻 俊樹／ほか著 柏書房 913.6/ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

桜庭一樹のシネマ桜吹雪 桜庭 一樹／著 文藝春秋 914.6/ｻｸﾗ 

空想居酒屋 島田 雅彦／著 NHK出版 914.6/ｼﾏﾀ 

終の暮らし 跡形もなく消えていくための心得 曽野 綾子／著 興陽館 914.6/ｿﾉ 

ダーリンの進化論 わが家の仁義ある戦い 高嶋 ちさ子／著 小学館 914.6/ﾀｶｼ 

最後の人声天語 坪内 祐三／著 文藝春秋 914.6/ﾂﾎｳ 

世界は救えないけど豚の角煮は作れる にゃんたこ／著 KADOKAWA 914.6/ﾆﾔﾝ 

こいわずらわしい メレ山 メレ子／著 亜紀書房 914.6/ﾒﾚﾔ 

父と娘の認知症日記 認知症専門医の父・長谷川和夫が教えてくれたこと 

 長谷川 和夫／著 中央法規出版 916/ﾊｾｶ 

命の時間 たった一人で「親を介護する」ということ  

松野 正寿／著 ロングセラーズ 916/ﾏﾂﾉ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

人之彼岸 郝 景芳／著 早川書房 923/ﾊ 

愛の不時着 上 完全版 パク ジウン／著 宝島社 929.1/ﾊ 

科学探偵シャーロック・ホームズ J.オブライエン／著 東京化学同人 930.2/ﾄ 

テナント バーナード・マラマッド／著 みすず書房 933/ﾏ 

レストラン「ドイツ亭」 アネッテ・ヘス／著 河出書房新社 943/ﾍ 
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◆◆◆９２０～９９９ 外国の文学（つづき）◆◆◆ 

恥さらし パウリーナ・フローレス／著 白水社 963/ﾌ 

ビルバオ-ニューヨーク-ビルバオ キルメン・ウリベ／著 白水社 993.5/ｳ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

裏口は開いていますか？ 赤川 次郎／著 双葉社 BN/ｱｶ 

後宮の花は偽りに惑う 後宮の花シリーズ 5 天城 智尋／著 双葉社 BN/ｱﾏ 

百年の仇 くらがり同心裁許帳 井川 香四郎／著 光文社 BN/ｲｶ 

旅路 上・下 池波 正太郎／著 文藝春秋 BN/ｲｹ 

初めて彼を買った日 石田 衣良／著 講談社 BN/ｲｼ 

男気 隠密船頭 6 稲葉 稔／著 光文社 BN/ｲﾅ 

惣目付臨検仕る 抵抗 上田 秀人／著 光文社 BN/ｳｴ 

ユタが愛した探偵 内田 康夫／著 徳間書店 BN/ｳﾁ 

コールドウォー DASPA吉良大介 榎本 憲男／著 小学館 BN/ｴﾉ 

駕籠屋春秋 新三と太十 岡本 さとる／著 講談社 BN/ｵｶ 

背もたれ人情 大江戸けったい長屋 3 沖田 正午／著 二見書房 BN/ｵｷ 

激流 渋沢栄一の若き日 大佛 次郎／著 朝日新聞出版 BN/ｵｻ 
Re:スタート！転生新選組 ３ 春日 みかげ／著 KADOKAWA BN/ｶｽ 

風鳴の剣 若さま同心徳川竜之助 2 風野 真知雄／著 双葉社 BN/ｶｾ 

国防特行班 E510 神野 オキナ／著 小学館 BN/ｶﾐ 

ロックンロール・トーキョー 木下 半太／著 小学館 BN/ｷﾉ 

旅路の果てに 大江戸木戸番始末 14 喜安 幸夫／著 光文社 BN/ｷﾔ 

渡世人伊三郎 上州無情旅 黒崎 裕一郎／著 祥伝社 BN/ｸﾛ 

弓張ノ月 居眠り磐音 46   決定版 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

盗賊かもめ 照れ降れ長屋風聞帖 11 坂岡 真／著 双葉社 BN/ｻｶ 

春風同心十手日記 ２ 佐々木 裕一／著 小学館 BN/ｻｻ 

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

小説イタリア・ルネサンス ４ 塩野 七生／著 新潮社 BN/ｼｵ 

宝の船 江戸菓子舗照月堂 9 篠 綾子／著 角川春樹事務所 BN/ｼﾉ 

B級グルメで世界一周 東海林 さだお／著 筑摩書房 BN/ｼﾖ 

警視庁特任捜査官グール 公安のエス 鷹樹 烏介／著 宝島社 BN/ﾀｶ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

幻の女 ミステリ短篇傑作選 田中 小実昌／著 筑摩書房 BN/ﾀﾅ 

大福三つ巴 宝来堂うまいもん番付 田牧 大和／著 講談社 BN/ﾀﾏ 

松葉の想い出 神田職人えにし譚 3 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 ９ 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 

乱れ雲 風の市兵衛 2-28 辻堂 魁／著 祥伝社 BN/ﾂｼ 

時効の果て 警視庁追跡捜査係 10 堂場 瞬一／著 角川春樹事務所 BN/ﾄｳ 

毒をもって毒を制す 塔山 郁／著 宝島社 BN/ﾄｳ 

イダジョ！ 完結編 医大女子 史夏 ゆみ／著 角川春樹事務所 BN/ﾄｹ 

スープ屋しずくの謎解き朝ごはん ６ 友井 羊／著 宝島社 BN/ﾄﾓ 

かなたの雲 日本橋牡丹堂菓子ばなし 7 中島 久枝／著 光文社 BN/ﾅｶ 

カブ探 新美 健／著 徳間書店 BN/ﾆｲ 

モールハンター 警察庁特命捜査官水野乃亜 2 初瀬 礼／著 双葉社 BN/ﾊﾂ 

紅旗の陰謀 警視庁公安部・片野坂彰 3 濱 嘉之／著 文藝春秋 BN/ﾊﾏ 

椿平九郎留守居秘録 １ 早見 俊／著 二見書房 BN/ﾊﾔ 

密命将軍松平通春 春風の剣 早見 俊／著 コスミック出版 BN/ﾊﾔ 

祇園「よし屋」の女医者 藤元 登四郎／著 小学館 BN/ﾌｼ 

錯綜 警視庁武装捜査班 南 英男／著 祥伝社 BN/ﾐﾅ 

豆しばジャックは名探偵 ２ 三萩 せんや／著 光文社 BN/ﾐﾊ 

蟲愛づる姫君の永遠 宮野 美嘉／著 小学館 BN/ﾐﾔ 

棟居刑事の砂漠の喫茶店 森村 誠一／著 光文社 BN/ﾓﾘ 

名探偵ぶたぶた 矢崎 存美／著 光文社 BN/ﾔｻ 

ご隠居奉行世直し帖 大岡の密命 柳 蒼二郎／著 コスミック出版 BN/ﾔﾅ 

みんなのナポリタン 山口 恵以子／著 角川春樹事務所 BN/ﾔﾏ 

お隠れ将軍 ３ 吉田 雄亮／著 朝日新聞出版 BN/ﾖｼ 

海の牙 八丁堀つむじ風 10   決定版 和久田 正明／著 光文社 BN/ﾜｸ 

志保のバラ 新・口中医桂助事件帖 和田 はつ子／著 小学館 BN/ﾜﾀ 

つけ狙う者 上・下 ラーシュ・ケプレル／著 扶桑社 B/ｹﾌ 

背信 キャサリン・コールター／著 二見書房 B/ｺﾙ 

戦争と平和 ４ トルストイ／著 光文社 B/ﾄﾙ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

ニューヨーク・スケッチブック P.ハミル／著 河出書房新社 B/ﾊﾐ 

咆哮 アンドレアス・フェーア／著 小学館 B/ﾌｴ 

ラズベリー・デニッシュはざわめく  

ジョアン・フルーク／著 ハーパーコリンズ・ジャパン B/ﾌﾙ 

マイ・シスター、シリアルキラー  

オインカン・ブレイスウェイト／著 早川書房 B/ﾌﾚ 

ラスト・トライアル ロバート・ベイリー／著 小学館 B/ﾍｲ 

平凡すぎる犠牲者 レイフ・GW.ペーション／著 東京創元社 B/ﾍｼ 

疫病惑星の女神 宇宙英雄ローダン・シリーズ 633  

H.G.フランシス／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

《ラヴリー・ボシック》発進！ 宇宙英雄ローダン・シリーズ 632  

ペーター・グリーゼ／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

6600万年の革命 ピーター・ワッツ／著 東京創元社 B/ﾜﾂ 

19世紀イタリア怪奇幻想短篇集 橋本 勝雄／編・訳 光文社 B/ 

 

Ｔ 暮らし                                                

おひとりさまの大往生お金としあわせを貯める Q＆A  

ウィズコロナのお金の？がわかる 畠中 雅子／著 主婦の友社 T0  

図説大切な人が亡くなったあとの届け出・手続き 曽根 恵子／監修 宝島社 T0  

爪を塗る 無敵になれる気がする時間 つめをぬるひと／著 ナツメ社 T0  

斉藤謠子のいま作りたいシンプルな服とかわいい小物  

斉藤 謠子／著 NHK出版 T11  

帯を切らずにつくれるかんたん作り帯 ひとりで着物が着られる 

 和らく会／著 河出書房新社 T12  

長くあそべるフェルトのおもちゃとおままごと 日本ヴォーグ社 T16  

ジーンズで小物 バッグ 身近な小物 おうち小物 飾り物 etc. ブティック社 T19  

ハンドメイドの通園通学グッズ 初めてのママとパパでも大丈夫！ 

 ブティック社 T19  

リカちゃんのおしゃれニット Licca's Knitting Magazine 日本ヴォーグ社 T19  

猫のハローワーク ２ 新美 敬子／著 講談社 T3  

完食！家ごはん ぜーんぶペロリ！ 藤原 美樹／著 主婦の友社 T41  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

今日、これ買ってきた 笠原、あれ特売だってよ！  

笠原 将弘／著 学研プラス T41  

肉×野菜のそそる！おかず 市瀬 悦子／著 学研プラス T41  

野菜の恩返し 野菜もよろこぶ魔法の 103レシピ  

平野 レミ／著 主婦の友社 T41  

台湾のお弁当 地元っ子が作るいつもの味、見せてもらいました！ 

 台湾大好き編集部／編集 誠文堂新光社 T42  

季節の果物で作るおいしいジャムレシピ 100 基本の作り方が動画でわかる 

 飯田 順子／著 主婦の友社 T43  

ポリ袋で簡単、おいしいはじめてのみそ作り  

定番の米みそから、ひよこ豆で作る変わりみそまで９種のみそ＋手作りみそレシピ 41 

 真藤 舞衣子／著 立東舎 T43  

THEシンプル焼き菓子 

最小限の材料と手順で、おいしくなるコツをかんたんに、まじめに、わかりやすく 

藤野 貴子／著 学研プラス T46  

大人のためのコーヒー絵本 アンヌ・カロン／著 日本文芸社 T47  

合本もっとおいしいコーヒーの教科書 完全版 マガジンハウス T47  

大人かわいい飾り切り ふだんの食卓もイベントメニューも 

料理がすてきに＆楽しくなる ほりえ さちこ／著 主婦の友社 T48  

きのこ・海藻・ネバネバ・発酵食で藤井恵の免疫力を高めるかんたんごはん 

藤井 恵／著 家の光協会 T49  

住まいのアイデア図鑑 住友不動産／監修 宝島社 T5  

連作でよく育つ野菜づくり 狭い畑で病害虫を防ぎ品質・収量アップ  

木嶋 利男／著 家の光協会 T6  

赤ちゃんのための補完食入門 相川 晴／著 彩図社 T8  

帝王切開で出産したママに贈る 30のエール 

 もやもやを消し、自分らしさを取り戻す 細田 恭子／編著 中央法規出版 T8  

おそい・はやい・ひくい・たかい 110 ジャパンマシニスト社 T9  

子どもが喜ぶことだけすればいい 佐々木 正美／著 ポプラ社 T9  
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Ｓ 日野市や地域・行政に関する資料                                                

まんがあなたもできる！公民連携のまちづくり  

岩手オガールで芽吹いたパブリック・マインド  

清水 義次／監修 ヨシモトブックス SF1  

自治体係長の職場マネジメント 係長の“判断・行動”がわかる 40の事例  

自治体マネジメント研究会／編 公職研 SF5  

所得税取扱通達集 令和 2年 12月 1日現在  

日本税理士会連合会／編 中央経済社 SH5  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

データブックオブ・ザ・ワールド Vol.33(2021)  

世界各国要覧と最新統計 二宮書店 R350  

美術年鑑 2021  美術年鑑編集部／編集 美術年鑑社 R705.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ニューロマンサー」 
ウィリアム・ギブスン／著 黒丸尚／訳 早川書房 1984.7 

 

ある元ハッカーのもとへサングラス美女からの仕事の依頼が…、までだ

とただのハードボイルドのようだが、ここは脳とコンピューターを直結で

きる世界。映画「マトリックス」「ブレードランナー」の例のあの設定。 

造語が多く、ところどころ展開を追えないところもあるのだが、終盤に

行くにつれ盛り上がってきて止まらなくなる。 

それまで海外ＳＦが好きでいろいろ読んできたが、そのどれとも似てい

ない全く新しいものが出てきたと感じたのを覚えている。この小説ととも

に「サイバーパンク」というジャンルができた金字塔的な作品。 

まだ、インターネットも普及していない１９８４年に出版されたという

のは驚きだ。（Ｍ） 

 

 

 

図書館員の本箱 
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◆ひまわり号からのお知らせ◆ 

４月から下記駐車場の巡回日程を変更いたします。ご確認をお願いいたします。 

 

●時間を変更する駐車場（8 か所） 

 変更前 変更後 

新井わかたけ公園 
（第１・３木） （第２・４木） 

10：40～11：10 10：10～10：40 

新坂下公園 10：10～10：35 11：00～11：25 

大坂西公園 11：25～11：50 11：35～12：00 

栄町二丁目アパート 10：45～11：10 14：00～14：25 

緑ヶ丘公園 14：40～15：05 14：40～15：15 

七ツ塚公園 15：20～15：50 15：25～15：55 

万願寺渡西公園 10：40～11：00 11：00～11：20 

万願寺中央公園 11：15～11：45 11：30～12：00 

 

●廃止する駐車場（1 か所） 

「小構コーポ佐野」（第１・３／金曜日 14：10～14：30） 

※安全な作業スペースが確保できないため廃止といたします。 

最終巡回日は、３月１９日（金）になります。 

★その他の駐車場に変更はありません。右の巡回日程表をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- 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） 

 

曜日の変更は

ありません 
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曜日 時間 駐車場 住所 4 月 5 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

14：20～14：40 南平丘陵公園 南平 8-8-3 
 

1 日 

 

15 日 

  

 

6 日 

 

20 日 

  

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 

2 日 

 

16 日  

7 日 

 

21 日 

11：00～11：25 新坂下公園 新町 3-18-7 

11：35～12：00 大坂西公園 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） 

14 日 

28 日 

12 日 

26 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10:10～10:40 新井わかたけ公園 石田 270 

8 日 

 

22 日  

13 日 

 

27 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 

9 日 

 

23 日  

 

14 日 

 

28 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 4月・５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。  
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曜日 時間 駐車場 住所 3 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 

4 日 

 

18 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 

5 日 

 

19 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） 

10 日 

24 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

11 日 

 

25 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 

12 日 

 

26 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 3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。  

 


