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２０２1年 ４月 №260 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

４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・29日 

 

今月のひろば 

P.2 イベント開催報告 中央図書館耐震補強工事記念 

島田潤一郎さんトークライブ 

「本を読むということ」 

P.5  図書館に入った新しい本 

P.20 図書館員の本箱 

P.21 「図書館リサイクルフェア」を開催しました！ 

P.22 おはなし会のお知らせ 

P.24 移動図書館ひまわり号巡回日程 

 

祝日 29 日は開館します！ 
（市政図書室除く） 
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♦イベント開催報告♦ 

中央図書館耐震補強工事記念 

島田潤一郎さんトークライブ「本を読むということ」 

令和 3 年 2 月 13 日（土）の夜、中央図書館にて、出版社夏葉社の代表、島田

潤一郎さんのトークライブを開催しました。昨年から延期としていたトークライ

ブでしたが、今回は来館での参加に加えて、ZOOM を利用したオンライン配信も

実施し、遠方からも参加いただきました。申し込みは来館・オンライン配信いず

れも満枠となり、当日は来館で 20 名、オンライン配信で 80 名の方と時間を共

有しました。 
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■島田潤一郎さんの講演 

島田さんには「本を読むということ」をテーマとして、1時間ほどお話しいただき、島田さん

ご自身の幼少期の読書体験の始まりから、本格的に本を読むようになっていった経緯を

様々なエピソードを交えながら聞かせていただきました。『プロ野球選手名鑑』を『広辞苑』

のようなものだったと回想したり、20 歳のころに読んだ本が難しすぎて気絶したことがある

など、面白いエピソードが多く、参加者の皆様にも笑いが起こり、和やかなムードで進んで

いきました。「文学とは物語的になにかを理解することであり、人は起こった物事を科学的

にではなく、物語的に解釈しようとする」、という意見には、参加者の皆様も深く頷きながら

聞き入っていました。 

そして、「本を読むことにより、言葉で捉えることのできる世界がひろがる」としたうえで、

読書が教えてくれたことは、「一つは世の中にはわからないことがある、ということ、二つ目

は、世の中には様々な価値があるということ、最後に重要なのは、その二つのことについて

とにかく長い時間考えることが大切なんだということを本は教えてくれたように思います。」

と、本を読むことが、何かを考えるきっかけになると提示していただきました。ここに挙げた

もの以外にも、講演の随所に島田さんの言葉の重みを感じられる瞬間があり、参加者の皆

様も一つ一つかみしめるように講演を聴かれていました。 

■未来の図書館のために 

講演の中では、夏葉社から 2月 5日に出版された日野市立図書館初代館長・前川恒雄

の遺稿集『未来の図書館のために』の紹介もありました。島田さんは、「公共図書館の理念は

競争社会と正反対のところにあり、皆が助け合って、学問、あるいは芸術を皆の共有のもの

にするということが公共図書館の根本 

の理念だと思う」と、前川の考えを紹介し、 

図書館は自分を立て直す場にもなりう 

ると語られました。 

図書館の理念を自分自身に引き寄せ 

て語られる言葉がとても印象的でした。 
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■チャットでの質疑応答 

講演の終わりに、ZOOMのチャット機能 

を利用してオンライン参加の方々からの質 

問に島田さんに答えていただきました。 

多くの質問が寄せられ、「コロナ禍の影響 

で読書や出版の持つ意味に変化はあるか 

？」、「夏葉社の本の佇まいがとても素敵

ですが、狙いなどはありますか？」など、参加者の方が知りたいポイントについて島田さんが

一つ一つ回答してくださいました。時間の制約もあり、全ての質問を掬いあげることはできま

せんでしたが、オンライン参加であってもつながりがもてたのではないかと思います。 

■終わりに 

今回のトークライブは、図書館初のオンライン配信という試みであり、ご案内やオ

ンライン参加の手続きなど、うまく進めることができるかという課題がありましたが、無

事開催することができました。講演終了後、オンライン参加の方に感想を書いてい

ただくために、チャット欄を開放したところ、「オンライン配信のおかげで遠方からも参

加できてとても良い企画だと思った」、「本を読みたくなった」、「図書館へ行きたくな

った」、など多くの声が寄せられました。また、「島田さんに聞いてみたいと思ってい

たことが直接聞けることがとてもうれしかった」との感想もいただきました。 

会場では、島田さんと参加者の方がお話される時間も設けることができ、講演の

余韻が会場に残っているように感じられました。 

また島田さんのイベントに参加したいという声もたくさんいただきました。日野市立

図書館としても、今回のイベントのような企画を実施していけるようにしたいと思いま

す。島田さん、参加者の皆様、ありがとうございました。 
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 図書館に入った 新 し い 本 
1月 29日から 2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                                       

この 1冊、ここまで読むか！ 超深掘り読書のススメ 鹿島 茂／著 祥伝社 019  

ひきこもり図書館 部屋から出られない人のための 12の物語 

 頭木 弘樹／編 毎日新聞出版 019  

出版と権力 講談社と野間家の一一〇年 魚住 昭／著 講談社 023.1  

本屋と図書館の間にあるもの 伊藤 清彦／著 郵研社 023.91  

日本を貶めるフェイクニュースを論破する！  

JAPAN Forward編集部／著 PHP研究所 070.4  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

論語 孔子の言葉はいかにつくられたか 渡邉 義浩／著 講談社 123.8  

哲学 科学を生んだ人類の思考 ニュートンプレス 130  

ゼロからわかる心理学 

 ネット社会、コロナ禍など、になる現代社会の心理を読み解く ニュートンプレス 140  

問いの立て方 宮野 公樹／著 筑摩書房 141.5  

怒りの人類史 ブッダからツイッターまで  

バーバラ・H.ローゼンワイン／著 青土社 141.6  

小さなことにくよくよしない 88の方法 一瞬であなたは変わる！ 

 リチャード・カールソン／著 三笠書房 159  

胡蝶は夢なのか 知っておきたい中国故事  

佐藤 利行／著 中央公論新社 159.8  

世界の神話大図鑑 フィリップ・ウィルキンソン／ほか著 三省堂 162  

神々と人間のエジプト神話 魔法・冒険・復讐の物語  

大城 道則／著 吉川弘文館 162.42  

 

 

 

 
 

 



6 

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

日本二千六百年史 大川 周明／著 毎日ワンズ 211  

地図でスッと頭に入る古代史 瀧音 能之／監修 昭文社 213  

列島の戦国史 ５ 池 享／企画編集委員 吉川弘文館 214.7  

江戸移住のすすめ 冨岡 一成／著 旬報社 215  

二・二六事件を読み直す 堀 真清／著 みすず書房 217  

これならわかる韓国・朝鮮の歴史 Q＆A 三橋 広夫／著 大月書店 221  

ヴィクトリア朝 病が変えた美と歴史 肺結核がもたらした美、文学、ファッション 

 キャロリン・A.デイ／著 原書房 233  

傑物が変えた世界史 上・下 アラン・ドゥコー／著 原書房 280.4/ﾄ 

幕末維新の師弟学 出会いが生んだ近代日本 加来 耕三／著 淡交社 281  

乃公出でずんば 渋沢栄一伝 北 康利／著 KADOKAWA 281/ｼ 

ウィリアム・アダムス 家康に愛された男・三浦按針  

フレデリック・クレインス／著 筑摩書房 281/ﾐ 

天皇家の家計簿 宝島社皇室取材班／著 宝島社 288.4  

図説世界地下名所百科 

 イスタンブールの沈没宮殿、メキシコの麻薬密輸トンネルから首都圏外郭放水路まで 

 クリス・フィッチ／著 原書房 290.9  

おいしい！シャトレーゼ BOOK 宝島社 291  

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  

首都圏日帰り地魚食堂 38選 釣り専門誌も太鼓判の極上グルメ旅  

世良 康／著 つり人社 291.3  

東京「スリバチ」地形散歩 凹凸を楽しむ 皆川 典久／著 宝島社 291.36  

武蔵野マイウェイ 海野 弘／著 冬青社 291.36  

アフリカ人学長、京都修行中 ウスビ・サコ／著 文藝春秋 291.62  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

アメリカ争乱に動揺しながらも中国の世界支配は進む  

副島 隆彦／著 ビジネス社 302.22  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

スウェーデン福祉大国の深層 金持ち支配の影と真実  

近藤 浩一／著 水曜社 302.38  

アフリカ 人類の未来を握る大陸 別府 正一郎／著 集英社 302.4  

令和 GALSの社会学 メンヘラ、フェミニズム、エンパワーメントをガチ語り！ 

あっこゴリラ／著 主婦の友社 304  

民主主義を信じる 宇野 重規／著 青土社 304/ｳ 

れいわ民間防衛 見えない侵略から日本を守る 上念 司／著 飛鳥新社 304/ｼ 

哲学漫想 山崎 正和／著 中央公論新社 304/ﾔ 

権威主義 独裁政治の歴史と変貌 エリカ・フランツ／著 白水社 311.8  

日本の分断 私たちの民主主義の未来について 三浦 瑠麗／著 文藝春秋 312.1  

アメリカを動かす宗教ナショナリズム 松本 佐保／著 筑摩書房 312.53  

菅義偉の正体 森 功／著 小学館 312.8/ｽ 

なぜデジタル政府は失敗し続けるのか 消えた年金からコロナ対策まで  

日経コンピュータ／著 日経 BP 317.6  

住民の心をつかむ自治体チラシ仰天！ビフォーアフター  

足立区シティプロモーション課／著 学陽書房 318.3  

帝国の遺産 何が世界秩序をつくるのか サミール・プリ／著 東京堂出版 319  

竹島 VS独島 日本人が知らない「竹島問題」の核心  

下條 正男／著 ワニ・プラス 319.1  

ヨーロッパ冷戦史 山本 健／著 筑摩書房 319.3  

国家にモラルはあるか？ 戦後アメリカ大統領の外交政策を採点する  

ジョセフ・S.ナイ／著 早川書房 319.53  

<全条項分析>日米地位協定の真実 松竹 伸幸／著 集英社 319.8  

後悔しない！離婚の準備と手続き きちんと決めたいお金子ども生活のこと  

ベリーベスト法律事務所／監修 ナツメ社 324.6  

Q＆Aでわかる！デジタル遺産の相続 笹川 豪介／著 きんざい 324.7  

立退料の決め方 どんな場合にいくら払う！？  

横山 正夫／著 自由国民社 324.8  

手にとるようにわかる会社法入門 企業法務のプロが書いた！ 

 川井 信之／著 かんき出版 325.2  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

値段がわかれば社会がわかる はじめての経済学  

徳田 賢二／著 筑摩書房 331.8  

新キャッシュレス時代 日本経済が再び世界をリードする  

世界はグロースからクオリティへ エミン・ユルマズ／著 コスミック出版 332  

人を救えない国 安倍・菅政権で失われた経済を取り戻す  

金子 勝／著 朝日新聞出版 332.1  

フリーランスの進路相談室 先輩たちが語る、自分らしく働くヒント  

Workship MAGAZINE／監修・協力 KADOKAWA 335  

起業の天才！ 江副浩正 8兆円企業リクルートをつくった男 

 大西 康之／著 東洋経済新報社 335.1  

ビジネスパーソンのための「言語技術」超入門  

プレゼン・レポート・交渉の必勝法 三森 ゆりか／著 中央公論新社 336.4  

知識ゼロから読めるようになる！決算書「超」入門  

大下 航／監修 ナツメ社 336.9  

実況！ビジネス力養成講義ファイナンス  

石野 雄一／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 338  

なぜ外国人女性は前髪を作らないのか  

サンドラ・ヘフェリン／著 中央公論新社 361.4  

現代中国の秘密結社 マフィア、政党、カルトの興亡史  

安田 峰俊／著 中央公論新社 361.5  

年金のきほん ９０分でわかる！ 清水 典子／監修 主婦の友社 364.6  

ゆたかな UR団地暮らしを求めて 香里団地コミュニティ活動 60年  

増永 理彦／著 クリエイツかもがわ 365.3  

就職活動 1冊目の教科書 「納得の内定」をめざす  

就活塾キャリアアカデミー／著 KADOKAWA 366.2  

マリッジカウンセリングブック 吉池 安恵／著 出版芸術社 367.4  

処女の道程 酒井 順子／著 新潮社 367.6  

すぐに役立つイザというときに困らない最新親の入院・介護・財産管理・遺言

の法律入門 中村 啓一／監修 三修社 367.9  

麻薬と人間 100年の物語 ヨハン・ハリ／著 作品社 368.6  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

福祉現場のための感染症対策入門 

 感染症の基本知識から新型コロナウイルス対応まで 

 松本 哲哉／監修 中央法規出版 369  

日本赤十字社と皇室 博愛か報国か 小菅 信子／著 吉川弘文館 369.1  

尊厳なきバリアフリー 「心・やさしさ・思いやり」に異議あり！ 

 川内 美彦／著 現代書館 369.2  

お空から、ちゃんと見ててね。 作文集・東日本大震災遺児たちの 10年  

あしなが育英会／編 朝日新聞出版 369.3  

だから、みんなちがっていい 高濱 正伸／著 扶桑社 370.4/ﾀ 

学校が「とまった」日 ウィズ・コロナの学びを支える人々の挑戦 

 中原 淳／監修 東洋館出版社 372.1  

保健室から見える親が知らない子どもたち  

大人が気づかない、意外なこころの落とし穴 桑原 朱美／著 青春出版社 374.9  

LIMITLESS超加速学習 人生を変える「学び方」の授業  

ジム・クウィック／著 東洋経済新報社 375.1  

実践！０・１・２歳児わくわく手作りおもちゃ 発達に合った  

西坂 小百合／監修 ナツメ社 376.1  

動画で学ぶやさしい手話 動画と写真、イラストでだれでもできる！  

豊田 直子／著 日本文芸社 378.2  

お魚とお寿司のナイショ話 岡本 浩之／著 朝日新聞出版 383.8  

奇祭巡礼 北條 秀司／著 淡交社 386.2  

図説狙撃手百科 ジョン・ウォルター／著 原書房 391.2  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

科学と倫理 AI時代に問われる探求と責任 金子 務／監修 中央公論新社 404  

科学で大切なことは本と映画で学んだ 渡辺 政隆／著 みすず書房 404/ﾜ 

なっとくする数学記号 π、e、iから偏微分まで 黒木 哲徳／著 講談社 411.1  

文系のためのめっちゃやさしい対数  

山本 昌宏／監修 ニュートンプレス 411.2  

レジの行列が早く進むのは、どっち！？ はじめての統計学  

サトウ マイ／著 総合法令出版 417  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

「ニュートリノと重力波」のことが一冊でまるごとわかる  

郡 和範／著 ベレ出版 429.6  

世界史は化学でできている 絶対に面白い化学入門  

左巻 健男／著 ダイヤモンド社 430.4/ｻ 

宇宙まるごと Q＆A はやぶさ２からブラックホールまで  

北本 俊二／著 理工図書 440.4  

恐竜大図鑑 小林 快次／監修 ニュートンプレス 457.8  

カラー図解アメリカ版新・大学生物学の教科書 １  

D.サダヴァ／ほか著 講談社 460  

これだけ！生化学 稲垣 賢二／監修 秀和システム 464  

私の顔はどうしてこうなのか 骨から読み解く日本人のルーツ 

 溝口 優司／著 山と溪谷社 469.43  

かぐわしき植物たちの秘密 香りとヒトの科学 田中 修／著 山と溪谷社 471.4  

江戸の植物図譜 花から知る江戸時代人の四季  

細川 博昭／著 秀和システム 472.1  

野外毒本 被害実例から知る日本の危険生物 羽根田 治／著 山と溪谷社 481.9  

野生ミツバチの知られざる生活 トーマス・シーリー／著 青土社 486.7  

庭や街で愛でる野鳥の本 大橋 弘一／著 山と溪谷社 488  

身近な「鳥」の生きざま事典 

 散歩道や通勤・通学路で見られる野鳥の不思議な生態 

 一日一種／著 SBクリエイティブ 488.1  

ウマの博物図鑑 デビー・バズビー／著 原書房 489.8  

病気の日本近代史 幕末からコロナ禍まで 秦 郁彦／著 小学館 490.21  

心不全 知って防いでいたわって元気に 100歳まで生きる本 

 小室 一成／著 主婦の友社 493.23  

誤嚥性肺炎にならない３５の習慣 むせる・せきこむをスッキリ改善！  

西山 耕一郎／監修 宝島社 493.38  

ねじれ腸落下腸 滞った便がグイグイ出てくる快うんマッサージ  

水上 健／著 主婦の友社 493.46  

首・肩・手のしびれ、痛みを招く胸郭出口症候群を自分で治す！  

あなたの症状はコレかも！？ 内田 輝和／著 主婦の友社 493.6  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

赤ちゃんと体内時計  

胎児期から始まる生活習慣病 三池 輝久／著 集英社 493.93  

緩和ケア医から、ひとりで死ぬのだって大丈夫  

奥野 滋子／著 朝日新聞出版 494.5  

日本の包茎 男の体の 200年史 澁谷 知美／著 筑摩書房 494.96  

彫刻になりきる！ロダン体操 《考える人》になりきった！  

高橋 唐子／著 主婦の友社 498.3  

最強に面白い！！食と栄養 ニュートンプレス 498.5  

図解身近にあふれる「栄養素」が 3時間でわかる本  

思わずだれかに話したくなる 齋藤 勝裕／著 明日香出版社 498.55  

最強の野菜スープ 40人の証言 前田 浩／著 マキノ出版 498.58  

きほんのアロマテラピー いちばんわかりやすいアロマの入門書 

 佐々木 薫／著 主婦の友社 499.8  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

世界の地下都市大解剖 立体イラストで巡る、見えない巨大インフラ  

マーク・オーブンデン／著 日経ナショナルジオグラフィック社 510  

美しき鉄道橋の世界 武田 元秀／著 天夢人 516.2  

水の大陸アジア ヒマラヤ水系・大河・海洋・モンスーンとアジアの近現代  

スニール・アムリス／著 草思社 517.2  

東京「暗渠」散歩 失われた川を歩く 本田 創／編著 実業之日本社 517.21  

平成都市計画史  転換期の 30年間が残したもの・受け継ぐもの 

 饗庭 伸／著 花伝社 518.8  

ゼロからはじめる<木造建築>入門 原口 秀昭／著 彰国社 524.5  

よくわかる運転免許認知機能検査 シニアドライバーの不安解消！  

岩越 和紀／著 JAFメディアワークス 537.8  

原子力の精神史 <核>と日本の現在地 山本 昭宏／著 集英社 539  

10年後の福島からあなたへ 武藤 類子／著 大月書店 543.4  

最新エレクトロニクス業界の動向とカラクリがよーくわかる本  

業界人、就職、転職に役立つ情報満載 高橋 潤一郎／著 秀和システム 549  
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６００ 産業・交通・通信                                                                                         

47都道府県の底力がわかる事典 葉上 太郎／著 文藝春秋 601.1  

最新日本の農業図鑑 八木 宏典／監修 ナツメ社 610  

知られざる拓北農兵隊の記録 鵜澤 希伊子／編著 高文研 611.1  

柿 今井 敬潤／著 法政大学出版局 625.4  

山を買う 福崎 剛／著 山と溪谷社 651.3  

渋沢栄一『論語と算盤』を読む 原口 泉／著 幻冬舎 670.4/ｼ 

ドラッグストア拡大史 日野 眞克／著 イースト・プレス 673.8  

新 1冊まるごと佐藤可士和。 2000-2020  

ペン編集部／編 CCCメディアハウス 674.2  

コトラーのマーケティング見るだけノート 

 ニューノーマル時代に即使える販売戦略がゼロからわかる！ 

 安部 徹也／監修 宝島社 675  

物流業界のしくみとビジネスがこれ 1冊でしっかりわかる教科書 

 ロジ・ソリューション株式会社／著 技術評論社 675.4  

江戸時代の瀬戸内海交通 倉地 克直／著 吉川弘文館 683.21  

紙の上のタイムトラベル 鉄道と時刻表の 150年  

松本 典久／著 東京書籍 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  

いちばんやさしい 60代からの iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max/12 mini  

増田 由紀／著 日経 BP 694  

ダンとアンヌとウルトラセブン 森次晃嗣・ひし美ゆり子 2人が語る見どころガイド 

 森次 晃嗣／著 小学館 699.9  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

妄想古典教室 欲望で読み解く日本美術 木村 朗子／著 青土社 702.1  

東京藝大で教わる西洋美術の見かた  

基礎から身につく「大人の教養」 佐藤 直樹／著 世界文化社 702.3  

アートがわかると世の中が見えてくる 前崎 信也／著 IBCパブリッシング 704/ﾏ 

鳥獣戯画のヒミツ 宮川 禎一／著 淡交社 721.2  



13 

 

◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

名画を見上げる 美しき天井画・天井装飾の世界 

 Catherine McCormack／著 誠文堂新光社 723  

基本が身につく油絵レッスン 山中 俊明／著 ナツメ社 724.3  

１２色の色鉛筆で描くちいさなイラスト手習い帖 

お花と街と森の動物たち Atelier RiLi／著 インプレス 725.5  

ゆるっとかわいいイラストの描き方 ボールペン１本で、センスいいってほめられる！  

しろくまななみん／著 ワニブックス 726.5  

デザイン大全 イメージをパッと形に変える  

尾沢 早飛／著 SBクリエイティブ 727  

60歳からの鉄道写真入門 佐々倉 実／著 天夢人 743  

読売報道写真集 2021 読売新聞東京本社 747  

ヤバすぎる日本刀伝説 小和田 哲男／監修 宝島社 756.6  

イラストでわかる日本の甲冑 

 古代から戦国・安土桃山までの鎧・兜・武器・馬具を徹底図解 

 渡辺 信吾／著 マール社 756.7  

原研哉の仕事 デザインノート BOOK  

デザインノート編集部／編 誠文堂新光社 757  

COLOR DESIGN カラー別配色デザインブック 

 ingectar‐e／著 KADOKAWA 757.3  

西洋音楽の正体 調と和声の不思議を探る 伊藤 友計／著 講談社 760  

童謡が輝いていた頃 アイスクリームの歌の自叙伝  

服部 公一／著 音楽之友社 762.8/ﾊ 

アコースティックギター入門 初心者のためのギター弾き語り基礎知識＆曲集  

ゲッカヨ編集室／編集 ブティック社 763.5  

心の歌よ！ 日本人の「故郷」を求めて 伊藤 千尋／著 新日本出版社 767  

調子悪くてあたりまえ 近田春夫自伝 近田 春夫／著 リトルモア 767.8  

ディズニーと動物 王国の魔法をとく 清水 知子／著 筑摩書房 778.7  

生らくごのススメ！ 東京版 広瀬 和生／ほか著 小学館クリエイティブ 779.1  

運動能力をぐんぐん伸ばす親子体操 スーパー幼児園 BUDDY式 

 バディスポーツ幼児園／著 講談社 780.1  

人生を走る ウルトラトレイル女王の哲学 リジー・ホーカー／著 草思社 782.3  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

中西洋介のアカデミック・バドミントン バドミントンの理論を学ぶ  

中西 洋介／著 ベースボール・マガジン社 783.5  

やればできる！ティモンディのベースボール教室  

ティモンディ／著 日本文芸社 783.7  

日本百名山登山ガイド 上・下 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  

誰も知らなかったジャイアント馬場 市瀬 英俊／著 朝日新聞出版 788.2  

石の効率 李 賢旭／著 東京創元社 795  

羽生善治の１手・３手・５手ステップアップ詰め将棋 最新 172問 

 羽生 善治／監修 主婦の友社 796  

 

８００ 語学                                                        

あなたの「声」と「滑舌」がどんどんよくなる本  

藤野 良孝／著 青春出版社 809.4  

難読漢字の奥義書 円満字 二郎／著 草思社 811.2  

わかる！使える！外来語辞典 増井 金典／著 ミネルヴァ書房 813.7  

高校生からの韓国語入門 稲川 右樹／著 筑摩書房 829.1  

音から学ぶ小学生英語 行正 り香／著 新泉社 830.7  

朝から晩までつぶやく英語表現２００  

キャサリン・A.クラフト／著 筑摩書房 837.8  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

SFが読みたい！ ２０２１年版 SFマガジン編集部／編 早川書房 901.3  

つぎに読むの、どれにしよ？ 私の親愛なる海外児童文学  

越高 綾乃／著 かもがわ出版 909/ｺ 

文豪ナビ司馬遼太郎 大きな志。そして小さな日常。  

新潮文庫／編 新潮社 910.2/ｼ 

清張地獄八景 みうら じゅん／編 文藝春秋 910.2/ﾏ 

たましいの世話 詩集 若松 英輔／著 亜紀書房 911.5/ﾜ 

人がつなぐ源氏物語 藤原定家の写本からたどる物語の千年 

 伊井 春樹／著 朝日新聞出版 913.3  
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９１３．６ 日本の小説                                                                 

書店員と二つの罪 碧野 圭／著 PHP研究所 913.6/ｱｵﾉ 

霧にたたずむ花嫁 ユーモアサスペンス  

赤川 次郎／著 実業之日本社 913.6/ｱｶｶ 

隅田川心中 赤松 利市／著 双葉社 913.6/ｱｶﾏ 

飛石を渡れば 一色 さゆり／著 淡交社 913.6/ｲﾂｼ 

和菓子迷宮をぐるぐると 太田 忠司／著 ポプラ社 913.6/ｵｵﾀ 

老婦人マリアンヌ鈴木の部屋 荻野 アンナ／著 朝日新聞出版 913.6/ｵｷﾉ 

天使と悪魔のシネマ 小野寺 史宜／著 ポプラ社 913.6/ｵﾉﾃ 

灰の劇場 恩田 陸／著 河出書房新社 913.6/ｵﾝﾀ 

ヴィンテージガール 仕立屋探偵桐ケ谷京介 川瀬 七緒／著 講談社 913.6/ｶﾜｾ 

おれたちの歌をうたえ 呉 勝浩／著 文藝春秋 913.6/ｺ 

走れ、若き五右衛門 小嵐 九八郎／著 講談社 913.6/ｺｱﾗ 

心臓に針を 佐伯 琴子／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 913.6/ｻｴｷ 

残酷な遊戯・花妖 坂口安吾作品集 坂口 安吾／著 春陽堂書店 913.6/ｻｶｸ 

テスカトリポカ 佐藤 究／著 KADOKAWA 913.6/ｻﾄｳ 

日蓮 佐藤 賢一／著 新潮社 913.6/ｻﾄｳ 

小隊 砂川 文次／著 文藝春秋 913.6/ｽﾅｶ 

飛び立つ君の背を見上げる Sound！Euphonium  

武田 綾乃／著 宝島社 913.6/ﾀｹﾀ 

ジャックポット 筒井 康隆／著 新潮社 913.6/ﾂﾂｲ 

ほたるいしマジカルランド 寺地 はるな／著 ポプラ社 913.6/ﾃﾗﾁ 

小説秋月鶴山 上杉鷹山がもっとも尊敬した兄  

童門 冬二／著 PHP研究所 913.6/ﾄｳﾓ 

紅蓮の雪 遠田 潤子／著 集英社 913.6/ﾄｵﾀ 

源氏五十五帖 夏山 かほる／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 913.6/ﾅﾂﾔ 

十津川警部疑惑の旅路 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 

転職の魔王様 額賀 澪／著 PHP研究所 913.6/ﾇｶｶ 

うしろむき夕食店 冬森 灯／著 ポプラ社 913.6/ﾌﾕﾓ 

終わりの歌が聴こえる 本城 雅人／著 幻冬舎 913.6/ﾎﾝｼ 

それでも、陽は昇る 真山 仁／著 祥伝社 913.6/ﾏﾔﾏ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

イノセント・ツーリング 湊 ナオ／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 913.6/ﾐﾅﾄ 

優しいおうち 古民家再生物語 森 久美子／著 中央公論新社 913.6/ﾓﾘ 

わんダフル・デイズ 横関 大／著 幻冬舎 913.6/ﾖｺｾ 

ぜにざむらい 吉川 永青／著 朝日新聞出版 913.6/ﾖｼｶ 

文豪誕生 7人の文豪たちのデビュー作・出世作  

芥川 龍之介／著 新紀元社 913.6 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

経験 この 10年くらいのこと 上田 晋也／著 ポプラ社 914.6/ｳｴﾀ 

憲法学者の思考法 木村 草太／著 青土社 914.6/ｷﾑﾗ 

わたしの、本のある日々 小林 聡美／著 毎日新聞出版 914.6/ｺﾊﾔ 

生き抜く力 曽野 綾子／著 海竜社 914.6/ｿﾉ 

明けゆく毎日を最後の日と思え 玉村豊男のコラム日記 2019－2020  

玉村 豊男／著 天夢人 914.6/ﾀﾏﾑ 

限りなく繊細でワイルドな森の生活 内藤 里永子／著 KADOKAWA 914.6/ﾅｲﾄ 

歴史探偵忘れ残りの記 半藤 一利／著 文藝春秋 914.6/ﾊﾝﾄ 

コロナとバカ ビートたけし／著 小学館 914.6/ﾋﾄﾀ 

ガメ・オベールの日本語練習帳  

ジェームズ・フィッツロイ／著 青土社 914.6/ﾌｲﾂ 

こんな日もある 競馬徒然草 古井 由吉／著 講談社 914.6/ﾌﾙｲ 

これで暮らす 群 ようこ／著 KADOKAWA 914.6/ﾑﾚ 

老いる意味 うつ、勇気、夢 森村 誠一／著 中央公論新社 914.6/ﾓﾘﾑ 

LIFESTYLE COLLEGE 吉岡里帆と日曜日 18時。  

吉岡 里帆／ほか著 リットーミュージック 914.6/ﾖｼｵ 

老親友のナイショ文 往復書簡 瀬戸内 寂聴／著 朝日新聞出版 915.6/ｾﾄｳ 

ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考

えた３０のこと 五十嵐 大／著 幻冬舎 916/ｲｶﾗ 

潜匠 遺体引き上げダイバーの見た光景 矢田 海里／著 柏書房 916/ﾔﾀ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

中国・アメリカ謎 SF 柴田 元幸／編訳 白水社 923  
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◆◆◆９２０～９９９ 外国の文学（つづき）◆◆◆ 

リングサイド 林 育徳／著 小学館 923/ﾘ 

アメリカン・スパイ ローレン・ウィルキンソン／著 早川書房 933/ｳ 

少年は世界をのみこむ  

トレント・ダルトン／著 ハーパーコリンズ・ジャパン 933/ﾀ 

消失の惑星(ほし) ジュリア・フィリップス／著 早川書房 933/ﾌ 

ロンリーハート・４１２２ コリン・ワトソン／著 論創社 933/ﾜ 

約束の地 上・下 バラク・オバマ／著 集英社 934/ｵ 

愛の自転車 インドからスウェーデンまで最愛の人を追いかけた真実の物語 

ペール・J.アンデション／著 徳間書店 949.8/ｱ 

プルーストへの扉 ファニー・ピション／著 白水社 950.2/ﾌ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

鬼を待つ 「弥勒」シリーズ 9 あさの あつこ／著 光文社 BN/ｱｻ 

山の出べそ 畦地 梅太郎／著 山と溪谷社 BN/ｱｾ 

食いだおれ同心 有馬 美季子／著 祥伝社 BN/ｱﾘ 

江戸橋慕情 研ぎ師人情始末 9   決定版 稲葉 稔／著 光文社 BN/ｲﾅ 

砦番仁義 三河雑兵心得 5 井原 忠政／著 双葉社 BN/ｲﾊ 

立つ鳥の舞 くらまし屋稼業 7 今村 翔吾／著 角川春樹事務所 BN/ｲﾏ 

紙鑑定士の事件ファイル 模型の家の殺人 歌田 年／著 宝島社 BN/ｳﾀ 

文字渦 円城 塔／著 新潮社 BN/ｴﾝ 

グリーンピースの秘密 小川 糸／著 幻冬舎 BN/ｵｶ 

アイドルがアイドルに恋しちゃだめですか？ HoneyWorks／原案 KADOKAWA BN/ｵﾉ 

うちの宿六が十手持ちですみません 神楽坂 淳／著 小学館 BN/ｶｸ 

ひとでちゃんに殺される 片岡 翔／著 新潮社 BN/ｶﾀ 

家族会議 勝目 梓／著 徳間書店 BN/ｶﾂ 

完全犯罪の死角 刑事花房京子 香納 諒一／著 光文社 BN/ｶﾉ 

アトラス 天命探偵 Next Gear 3 神永 学／著 新潮社 BN/ｶﾐ 

愛のかたち 岸 惠子／著 文藝春秋 BN/ｷｼ 

B【フラット】 喜多嶋 隆／著 光文社 BN/ｷﾀ 

幽霊奉行 牢破り 喜安 幸夫／著 祥伝社 BN/ｷﾔ 

路上の X 桐野 夏生／著 朝日新聞出版 BN/ｷﾘ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

幻の船を追え 漂流、諸国廻り 倉阪 鬼一郎／著 徳間書店 BN/ｸﾗ 

豆腐の角に頭ぶつけて死んでしまえ事件 倉知 淳／著 実業之日本社 BN/ｸﾗ 

黒沼 香月日輪のこわい話 香月 日輪／著 徳間書店 BN/ｺｳ 

口封じ 栄次郎江戸暦 25 小杉 健治／著 二見書房 BN/ｺｽ 

三つ巴 新・酔いどれ小籐次 20 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

初鯨 照れ降れ長屋風聞帖 12 坂岡 真／著 双葉社 BN/ｻｶ 

敗れざる者たち 沢木 耕太郎／著 文藝春秋 BN/ｻﾜ 

クライム・プランナー 翔田 寛／著 角川春樹事務所 BN/ｼﾖ 

お蝶と吉次 夜叉萬同心 8 辻堂 魁／著 光文社 BN/ﾂｼ 

ネスト・ハンター 憑依作家雨宮縁 2 内藤 了／著 祥伝社 BN/ﾅｲ 

オーストリア滞在記 中谷 美紀／著 幻冬舎 BN/ﾅｶ 

サンドの女 三人屋 原田 ひ香／著 実業之日本社 BN/ﾊﾗ 

秘された布石 御庭番の二代目 15 氷月 葵／著 二見書房 BN/ﾋｽ 

一周忌 新・知らぬが半兵衛手控帖 12 藤井 邦夫／著 双葉社 BN/ﾌｼ 

青葉雨 秘め事おたつ 3 藤原 緋沙子／著 幻冬舎 BN/ﾌｼ 

蟲愛づる姫君の宝匣 宮野 美嘉／著 小学館 BN/ﾐﾔ 

狼神の森 北風侍寒九郎 6 森 詠／著 二見書房 BN/ﾓﾘ 

想い人 あくじゃれ瓢六捕物帖 6 諸田 玲子／著 文藝春秋 BN/ﾓﾛ 

記憶翻訳者 みなもとに還る 門田 充宏／著 東京創元社 BN/ﾓﾝ 

トコとミコ 山口 恵以子／著 文藝春秋 BN/ﾔﾏ 

八犬伝 上・下 山田 風太郎／著 河出書房新社 BN/ﾔﾏ 

開化鉄道探偵 山本 巧次／著 東京創元社 BN/ﾔﾏ 

JR品川駅高輪口 柳 美里／著 河出書房新社 BN/ﾕｳ 

イエロー・エンペラー  

警視庁捜査一課八係警部補・原麻希 2吉川 英梨／著 宝島社 BN/ﾖｼ 

魔性の牙 八丁堀つむじ風 11   決定版  和久田 正明／著 光文社 BN/ﾜｸ 

花人始末 出会いはすみれ 和田 はつ子／著 幻冬舎 BN/ﾜﾀ 

超短編！大どんでん返し 小学館文庫編集部／編 小学館 BN  

白が５なら、黒は３ ジョン・ヴァーチャー／著 早川書房 B/ｳｱ 

終身刑の女 レイチェル・クシュナー／著 小学館 B/ｸｼ 

聊斎志異 蒲 松齢／著 光文社 B/ﾌ 

ビーフ巡査部長のための事件 レオ・ブルース／著 扶桑社 B/ﾌﾙ 

 



19 

 

◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

ロンドン謎解き結婚相談所 アリスン・モントクレア／著 東京創元社 B/ﾓﾝ 

神々は繫がれてはいない ケン・リュウ短篇傑作集 6 

ケン・リュウ／著 早川書房 B/ﾘﾕ 

伝染(うつ)る恐怖 感染ミステリー傑作選 千街 晶之／編 宝島社 B  

 

Ｔ 暮らし                                                

お金の使い方テク ムダを減らして、増やして安心！  

内山 貴博／著 朝日新聞出版 T0  

成功している人の部屋はなぜきれいなのか？ 八木 龍平／監修 宝島社 T0  

きものの不安をスッキリ解決！ 

  きものの「しきたり」がわかれば、「日常」でも自由に楽しめる 

 高橋 和江／著 河出書房新社 T12  

５種類のコットン糸で編む一年中のニット小物  

SUVIN cotton、GIZA96 cotton、ANDY cotton、Supima cotton、Tangis cotton 

 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 T13  

鉄道クロスステッチ BOOK レトロでかわいい図案がいっぱい！ 

 スハネフ／著 JTBパブリッシング T15  

ロシアの可愛い指人形 井岡 美保／著 産業編集センター T16  

０からはじめるやさしい手縫いの革小物 松崎 雅子／著 日本ヴォーグ社 T19  

ペットボトルキャップリサイクルアイディア BOOK  

アイディア満載！かわいい小物 146点！ ブティック社 T19  

このひと皿で五感がめざめる、パワースープ  

坂田 阿希子／著 文化学園文化出版局 T41  

THE男前 BBQレシピ７７ 簡単|シンプル|食べつくし  

岡野 永佑／著 山と溪谷社 T41  

極上のおうちラーメン 家史上最高の一杯の作り方  

高梨 樹一／著 ワニブックス T44  

生野菜とパンの組み立て方 サラダサンドの探求と展開、料理への応用  

ナガタ ユイ／著 誠文堂新光社 T45  

私の家庭菓子 内田 真美／著 KTC中央出版 T46  

お手軽気血ごはん １週間で必ず体がラクになる  

瀬戸 佳子／著 文化学園文化出版局 T49  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

最高の二世帯住宅をデザインする方法 area045／著 エクスナレッジ T5  

自然菜園で育てる健康野菜 ゼロから始める無農薬栽培  

新田 穂高／著 宝島社 T6  

あきらめない妊活 キャリアと不妊治療を両立させる方法  

笛吹 和代／著 みらいパブリッシング T8  

いま、子育てどうする？ 感染症・災害・AI時代を親子で生き抜くヒント集 35  

弘田 陽介／話し手 彩流社 T9  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

近現代戦争史図書目録 1996-2020  

日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ R209.6  

株価総覧 2021 東洋経済新報社 R676.3  

美術品所蔵レファレンス事典 日本の彫刻・陶磁器・工芸篇  

日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ R703.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「くらべる世界」 

おかべたかし／文 山出高士／写真 東京書籍 2018年 

春ですね。新しい環境を迎えられた方も多いと思います。カレンダーをめくって

気分も一新！さて、そのカレンダー、国ごとに特徴があるってご存じですか？バカ

ンスのための学校の休みが記入されたのは、フランスのもの。週始まりが月曜日な

のは、ドイツ。因みに日本は日曜日始まりが多いのだとか。意外に違うもののよう

です。 

この本は、「ジャンケン」や「フライドポテト」「雪だるま」など 33の項目を世

界 2か国間で“くらべる”本です。問いかけをするように並べられた 2枚（2か国

分）の写真、次ページには目からウロコ確実の解説の構成です。 

初めから読むもよし、気になったところから読むもよし。遠い 

世界があっという間に身近に感じられます。 

さて。日本で「クリームソーダ」と言えば緑色ですが、色とり 

どりなのはどの国でしょう？ぜひ、この本で確認ください。（N） 

 

 

 

図書館員の本箱 
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2月 13日（土）多摩平の森ふれあい館（多摩平交流センター集会室 6）にて、図書館での

役割を終えた児童書や保存年限の過ぎた雑誌をリサイクル資料として市民に無料で配布す

る「図書館リサイクルフェア」を開催しました。 

 例年は、「多摩平の森ふれあい館ま

つり」での図書館の事業として参加して

いましたが、今年度「ふれあい館まつり」

は中止となったため、図書館の単独事

業として開催しました。 

 当日はお天気もよく、450 名ほどの方

が来場され、用意した約 3,800 冊の 7

割が新たに活用いただけることになりました。  

 小学生向けの本をみつけて小さいころを懐かしんでおられる年配の方や、「こんな雑誌もあ

ったのか」など新しい発見をして帰られた方など、来場のみなさんは思いがけずに見つけた本

や雑誌を手に満足してお帰りになられたようでした。 

 なお、新型コロナウイルス感染防止のため、会場は窓や出入口を常に開放し、入場者の検

温や手指消毒の徹底、会場内が混みあわないよう入場制限をするなどの対策を行いました。

ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- 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） 

 

「図書館リサイクルフェア」を開催しました！ 
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館名 日付 時間 対象 

中央図書館 4 月 14 日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

4 月 22 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

高幡図書館 4 月 7 日(水) 

  

15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

日野図書館 4 月 21 日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

多摩平図書館 4 月 8 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

4 月 28 日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

百草図書館 4 月 21 日(水) 15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

平山図書館 4 月 15 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

 

 “絵本パック”とは、忙しくて本を選ぶ時間がない！どんな本を選んだらよ

いかわからない！などでお悩みの保護者の方が、バックでさっと借りていただ

けるセットです。 

たべもの・のりもの・どうぶつなどのテーマ別に３冊セットになっていますの

で、お好きなものをお選びください。 何が入っているかはお楽しみ。 １枚のカ

ードで 1 パック借りられます。 

現在中央・高幡・日野・平山・百草図書館でお借りいただけます。 

ぜひご利用ください！ 

※ 絵本パックは専用のバックに入っています。 バックに入れたまま貸出・返却

をしますので、そのまま図書館の窓口にお持ちください。 

（返却はブックポストでも返せます。） 

 

ご存知ですか？“絵本パック” 
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おはなし会の予定は、図書館 HP の「子どもと本 »おはなし会」でもご確認いただけます。 

URL：https://www.lib.city.hino.lg.jp/forkids/ohanasikai/index.html 
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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。  

 


