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：図書館休館日　

開館時間＊中央図書館/火～金曜日は午前１０時～午後８時まで

　　　　　　　　　　 土・日・祝日は午後５時まで

休館日　＊毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）

　　※緊急事態宣言中は、一部ご利用いただけないサービスがあります

図書館カレンダー　７月

図書館カレンダー　８月

福生市立中央図書館（一般/ビジネス/参考/地域）２０２１年７月号

新着図書のお知らせ
福生版すいせん図書リストができました

今年も福生版すいせん図書リストとして、小学生向けの「すいせん図書2021」、
中・高校生向けの「ZANMAI2021」ができました。

このすいせん図書リストでは、本選びのプロである図書館と学校司書が会議を重

ねて選んだ本について、表紙と内容を紹介しています。リストにある本は各図書館
で展示しています。読みたくなった本、気になった本がありましたら、ぜひ図書館に

お越しください。展示コーナーにない本は、予約していただけます。
小学生向けリストは低・中・高の学年に別に、中・高校生向けリストはコンテンツ別

にまとめています。
さあ、夏休みになります。保護者のみなさん、小学生、中・高校生のみなさん、夏

の読書に向けて本選びをするときには、ぜひご活用ください。リストは、市立小・中

学校のみなさんへ配布していますが、各図書館でも配布しています。また、図書館
ホームページにも掲載しています。学校でもうもらったよ！ という方は、ほかの学

年の方向けのリストも、よければ手に取ってみてください。
（図書館長記）



2

分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

ソフトウェアＧＡＦＡＭ　ｖｓ．中国Ｂｉｇ４ 大西　康之∥著 文藝春秋

「超」メモ革命 野口　悠紀雄∥著 中央公論新社

ゼロからはじめるｉＣｌｏｕｄ基本＆便利技 リンクアップ∥著 技術評論社

図書館 仏教の源流 松岡　正剛∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

たった１分見るだけで頭がよくなる瞬読式勉強法 山中　恵美子∥著 ダイヤモンド社

哲学 「生きがい」と出会うために 若松　英輔∥著 ＮＨＫ出版

血の日本思想史 西田　知己∥著 筑摩書房

サンデル教授、中国哲学に出会う ﾏｲｹﾙ・ｻﾝﾃﾞﾙ∥編著 早川書房

功利主義 Ｊ．Ｓ．ミル∥著 岩波書店

フィヒテ入門講義 ｳﾞｨﾙﾍﾙﾑ・G・ﾔｺﾌﾟｽ 筑摩書房

哲学のナショナリズム ジャック・デリダ∥著 岩波書店

心理学 皮膚はいつもあなたを守ってる 山口　創∥著 草思社

雨でも晴れでも「繊細さん」 武田　友紀∥著 幻冬舎

宗教 アースダイバー神社編 中沢　新一∥著 講談社

ブッダが説いた幸せな生き方 今枝　由郎∥著 岩波書店

山寺立石寺 山口　博之∥著 吉川弘文館

歴史 武士論 五味　文彦∥著 講談社

国風文化 岩波書店

椿井文書 馬部　隆弘∥著 中央公論新社

龍馬のマネー戦略 大村　大次郎∥著 秀和システム

戦争というもの 半藤　一利∥著 ＰＨＰ研究所

石平の新解読・三国志 石　平∥著 ＰＨＰ研究所

テンプル騎士団全史 ダン・ジョーンズ∥著 河出書房新社

一冊でわかるスペイン史 永田　智成∥編著 河出書房新社

伝記 お姫様と名建築 嶽本　野ばら∥著 エクスナレッジ

家老の忠義 林　千寿∥著 吉川弘文館

上杉鷹山 横山　昭男 ∥著 吉川弘文館

獄中からの手紙 ﾛｰｻﾞ・ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ∥著 みすず書房

カール・ロジャーズ 諸富　祥彦∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

地理・紀行 教養としての日本地理 浅井　建爾∥著 エクスナレッジ

日本の地名 鏡味　完二∥著 講談社

百名山以外の名山５０ 深田　久弥∥著 河出書房新社

北海道の山 伊藤　健次∥著 山と溪谷社

関東周辺週末の山登りベストコース１６０ 石丸　哲也∥著 山と溪谷社

地名は語る　　１・２ 埼玉新聞特別編集 埼玉新聞社

古写真を見て歩く江戸・東京歴史探訪ガイド 「江戸楽」編集部∥著 メイツユニバーサル

織田かたな旅 ホビージャパン

淡路島 地球の歩き方

五島列島 地球の歩き方

オラ！スペイン旅ごはん ハラユキ∥著 イースト・プレス

北極探検隊の謎を追って ベア・ウースマ∥著 青土社

社会科学 今を生き抜くための池上式ファクト４６ 池上　彰∥著 文藝春秋

政治 模倣の罠 イワン・クラステフ∥著 中央公論新社

官僚と国家 古賀　茂明∥著 平凡社

石橋湛山の６５日 保阪　正康∥著 東洋経済新報社

警視庁科学捜査官 服藤　恵三∥著 文藝春秋

防火・消火・耐火が一番わかる 榎本　満帆∥著 技術評論社

中国ｖｓ．世界 安田　峰俊∥著 ＰＨＰ研究所
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

法律 ９条の戦後史 加藤　典洋∥著 筑摩書房

遺産分割のことならこの１冊 内海　徹∥著 自由国民社

香港国家安全維持法のインパクト 廣江　倫子∥編 日本評論社

経済 無形価値を身につけるには 城島　博∥著 毎日新聞出版

日本経済図説 宮崎　勇∥著 岩波書店

ＤＸの思考法 西山　圭太∥著 文藝春秋

株・投資信託・ｉＤｅＣｏ・ＮＩＳＡがわかる 泉　美智子∥著 朝日新聞出版

社会 ふしぎな社会 橋爪　大三郎∥著 筑摩書房

不機嫌のトリセツ 黒川　伊保子∥著 河出書房新社

多様性との対話 岩渕　功一∥編著 青弓社

実力も運のうち ﾏｲｹﾙ・ｻﾝﾃﾞﾙ∥著 早川書房

図解でわかる社会保険いちばん最初に読む本 山田　芳子∥編著 アニモ出版

モテないけど生きてます ぼくらの非モテ研究会 青弓社

女性解放という思想 江原　由美子∥著 筑摩書房

フェミニストってわけじゃないけど、どこか感じる パク・ウンジ∥著 ダイヤモンド社

ひきこもり国語辞典 松田　武己∥監修 時事通信出版局

老いの福袋 樋口　恵子∥著 中央公論新社

令和元年のテロリズム 磯部　涼∥著 新潮社

介助の仕事 立岩　真也∥著 筑摩書房

チャリティの帝国 金澤　周作∥著 岩波書店

もしも…に慌てない登山式ＤＥ防災習慣 鈴木　みき∥著 講談社

教育 ブラック校則 荻上　チキ∥編著 東洋館出版社

子どもの心を強くするすごい声かけ 足立　啓美∥著 主婦の友社

子どもは「親の心配」をランドセルに入れて登校 桑原　朱美∥著 ＷＡＶＥ出版

尖った子どもに育てなさい 柳沢　幸雄∥著 中央公論新社

風俗習慣 うん古典 大塚　ひかり∥著 新潮社

狩猟に生きる男たち・女たち 高桑　信一∥著 つり人社

遊戯　　２ 増川　宏一∥著 法政大学出版局

国防・軍事 変貌する日本の安全保障 半田　滋∥著 弓立社

〈全条項分析〉日米地位協定の真実 松竹　伸幸∥著 集英社

自然科学 迷走生活の方法 福岡　伸一∥著 文藝春秋

探究する精神 大栗　博司∥著 幻冬舎

大学入試数学不朽の名問１００ 鈴木　貫太郎∥著 講談社

数の発明 ｹｲﾚﾌﾞ・ｴｳﾞｪﾚｯﾄ∥著 みすず書房

じっくり味わう代数学 海老原　円∥著 オーム社

計算する生命 森田　真生∥著 新潮社

地図づくりの現在形 宇根　寛∥著 講談社

地球大図鑑 倉本　圭∥監修 ニュートンプレス

生物はなぜ死ぬのか 小林　武彦∥著 講談社

理不尽な進化 吉川　浩満∥著 筑摩書房

先生、頭突き中のヤギが尻尾で笑っています！ 小林　朋道∥著 築地書館

ツバメのせかい 長谷川　克∥著 緑書房

旅するカラス屋 松原　始∥著 角川春樹事務所

医学 「オンラインストレス」不調は自分で治せる 笠原　章弘∥著 彩流社

誰がために医師はいる 松本　俊彦∥著 みすず書房

心臓弁膜症 加瀬川　均∥監修 講談社

誤嚥性肺炎を防ぐ安心ごはん 菊谷　武∥監修 女子栄養大学出版部

精神の病気 ニュートンプレス
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

医学 ボケ日和 長谷川　嘉哉∥著 かんき出版

みんな水の中 横道　誠∥著 医学書院

発達障害と人間関係 宮尾　益知∥著 講談社

スピルオーバー デビッド・クアメン∥著 明石書店

新型コロナワクチンを打つ前に知ってほしい大切な 奥田　研爾∥著 現代書林

こわいほどよくわかる新型コロナとワクチンのひみつ 近藤　誠∥著 ビジネス社

ガマンしていませんか？帯状疱疹の痛み 岡　秀昭∥著 ライフサイエンス出版

子どもの目の病気事典 星合　繁∥著 幻冬舎メディア

自律神経にいいこと超大全 小林　弘幸∥著 宝島社

おいしい！かんたん！オートミールでキレイ 大越　郷子∥著 新星出版社

技術・工学 ＣＡＤが一番わかる 大髙　敏男∥著 技術評論社

気候を操作する 杉山　昌広∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

空間五感 日本建築学会∥編 井上書院

木の家に住もう。 古川　泰司∥著 エクスナレッジ

日本で見られる軍用機ガイドブック 坪田　敦史∥執筆　 イカロス出版

完全図解電気の基礎と実務 大浜　庄司∥著 日本実業出版社

福島第一原発事故の「真実」 ＮＨＫﾒﾙﾄﾀﾞｳﾝ取材班 講談社

原発と気候危機 原子力資料情報室 原子力資料情報室

家庭 パリの小さなアパルトマンで楽しむおうち時間 とのまりこ∥著 世界文化ブックス

クロッシェレースドイリーＡ－Ｚ アップルミンツ

１０年かかって地味ごはん。 和田　明日香∥著 主婦の友社

私のいちばん得意な料理、教えます 大庭　英子∥ほか著 家の光協会

父ちゃんの料理教室 辻　仁成∥著 大和書房

男子ごはんの本　　その１３ 国分　太一∥著 エム・シィオー

沢村貞子の献立　料理・飯島奈美　　２ 飯島　奈美∥著 リトルモア

体と向き合う家ごはん ウー・ウェン∥著 扶桑社

ひとりを愉しむ食事 有元　葉子∥著 文化学園文化出版局

石原洋子の２品献立 石原　洋子∥著 世界文化社

おしゃべりな人見知り 山本　ゆり∥著 扶桑社

うちで作るからあげがウマい！ からあげ生活倶楽部 池田書店

皿でめぐるディープな世界がんばらないおうち 世界の皿さんぽ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

焚き火料理の本 小雀　陣二∥著 山と溪谷社

フルーツサンド本 昭文社

Ｒｏｏｆのごほうびクッキー 今井　ようこ∥著 文化学園文化出版局

おうちでかんたんごちそう抹茶ドリンク 山政　小山園∥著 淡交社

モノ・人・心の悩みが消えていく断捨離道場 やました　ひでこ∥著 講談社

産業 単位と法則 ニュートンプレス

キッチンハーブ ワン・パブリッシング

はじめての果樹の育て方 高橋　栄治∥監修 主婦の友社

西村和雄ぐうたら農法 西村　和雄∥監修 ワン・パブリッシング

植物と暮らす１２カ月の楽しみ方 ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾄｰﾘｰ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

犬と歩けばワンダフル 北尾　トロ∥著 集英社

専門店が教えるグッピーの飼い方 ＢＬＵＥ　ＰＬＡＮＥＴ メイツユニバーサル

ＪＲ路線大全　　８ 「旅と鉄道」編集部 天夢人

鉄道ミュージアムガイド 池口　英司∥著 天夢人

地形と歴史で読み解く鉄道と街道の深い関係 内田　宗治∥編著 実業之日本社

芸術 日本疫病図説 畑中　章宏∥著 笠間書院

芸術のよろこび 吉田　秀和∥著 河出書房新社
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

芸術 もっと知りたいイサム・ノグチ 新見　隆∥著 東京美術

絵画・書道 ナチス絵画の謎 前田　良三∥著 みすず書房

ゴヤの手紙　　上 ゴヤ∥著 岩波書店

カモさんのイラスト大百科 カモ∥著 玄光社

ターシャ・テューダー人生の楽しみ方 食野　雅子∥著 海竜社

ぼくモグラキツネ馬 ﾁｬｰﾘｰ・ﾏｯｹｼﾞｰ∥著 飛鳥新社

デザイン書道マニュアル 美登　英利∥編著 グラフィック社

これでおしまい 篠田　桃紅∥著 講談社

写真 アマチュアが最短距離で写真を仕事にする方法を 青山　裕企∥著 玄光社

工芸 折り紙ドラゴンズプレミアム 山口　真∥著 ソシム

音楽・舞踊 楽器から見る吹奏楽の世界 佐伯　茂樹∥著 河出書房新社

苦汁２００％ 尾崎　世界観∥著 文藝春秋

気がつけばビートルズ 藤本　国彦∥著 産業編集センター

ダンス解剖学 ｼﾞｬｯｷ・ｸﾞﾘｰﾝ・ﾊｰｽ ベースボールマガジン

演劇・映画 日本の道化師 大島　幹雄∥著 平凡社

崩壊を加速させよ 宮台　真司∥著 ｂｌｕｅｐｒｉｎｔ

あるヤクザの生涯 石原　慎太郎∥著 幻冬舎

映像撮影ワークショップ 板谷　秀彰∥著 玄光社

スポーツ 動きがよくなる小学生の体幹ハイパートレーニング 澤木　一貴∥著 ベースボールマガジン

コーチングの哲学 佐良土　茂樹∥著 青土社

かたおか気象予報士の毎朝１０秒！楽しく 片岡　信和∥著 幻冬舎

ランニング解剖学 ジョー・プレオ∥著 ベースボールマガジン

１冊でわかる３ｘ３バスケ入門 中祖　嘉人∥著 マイナビ出版

戦士の食卓 落合　博満∥著 岩波書店

言語 死者の書 白川　静∥著 平凡社

もっとやさしい起きてから寝るまで英語表現６００ 辰巳　友昭∥監修 アルク

文学 母恋い 大野　雅子∥著 ＰＨＰエディターズ

妄想古典教室 木村　朗子∥著 青土社

名場面で味わう日本文学６０選 平野　啓一郎∥著 徳間書店

短歌遠足帖 東　直子∥著 ふらんす堂

サラリーマン川柳いっしん傑作選 やく　みつる∥選 ＮＨＫ出版

古木巡礼 倉本　聰∥著 文藝春秋

歌舞伎十八番の内勧進帳 郡司　正勝∥校注 岩波書店

日本小説 レッドネック 相場　英雄∥著 角川春樹事務所

レンタルフレンド 青木　祐子∥著 集英社

息子のボーイフレンド 秋吉　理香子∥著 Ｕ－ＮＥＸＴ

正欲 朝井　リョウ∥著 新潮社

火花散る あさの　あつこ∥著 ＰＨＰ研究所

神の悪手 芦沢　央∥著 新潮社

四分の一世界旅行記 石川　宗生∥著 東京創元社

金の徒労 上田　秀人∥著 角川春樹事務所

恐怖と哀愁の内田百閒 内田　百閒∥著 双葉社

猟奇と妖美の江戸川乱歩 江戸川　乱歩∥著 双葉社

道連れ彦輔居直り道中 逢坂　剛∥著 毎日新聞出版

冬華 大倉　崇裕∥著 祥伝社

悪魔には悪魔を 大沢　在昌∥著 毎日新聞出版

貴方のために綴る１８の物語 岡崎　琢磨∥著 祥伝社

江戸落語奇譚 奥野　じゅん∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

日本小説 流転の中将 奥山　景布子∥著 ＰＨＰ研究所

偶然の家族 落合　恵子∥著 東京新聞

ひと 小野寺　史宜∥著 祥伝社

医学のひよこ 海堂　尊∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

本日も晴天なり 梶　よう子∥著 集英社

なぜ秀吉は 門井　慶喜∥著 毎日新聞出版

アンソーシャルディスタンス 金原　ひとみ∥著 新潮社

火車の残花 神永　学∥著 集英社

インドラネット 桐野　夏生∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ＭＲ 久坂部　羊∥著 幻冬舎

絵が殺した 黒川　博行∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

宗棍 今野　敏∥著 集英社

クメールの瞳 斉藤　詠一∥著 講談社

京都烏丸御池の名探偵 才羽　楽∥著 宝島社

静かに眠るドリアードの森で 冴内　城人∥著 宝島社

照降町四季　　１・２ 佐伯  泰英∥著 文藝春秋

最終飛行 佐藤　賢一∥著 文藝春秋

敵討ちか主殺しか 佐藤　雅美∥著 講談社

星落ちて、なお 澤田　瞳子∥著 文藝春秋

くさまくら 篠　綾子∥著 小学館

あかね紫 篠　綾子∥著 集英社

田舎のポルシェ 篠田　節子∥著 文藝春秋

幕末紀 柴田　哲孝∥著 角川春樹事務所

ブックキーパー脳男 首藤　瓜於∥著 講談社

ファウンテンブルーの魔人たち 白石　一文∥著 新潮社

なごり雪 新堂　冬樹∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

空の王 新野　剛志∥著 中央公論新社

夜鳴き蟬 鈴木　英治∥著 光文社

炭酸水と犬 砂村　かいり∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

アパートたまゆら 砂村　かいり∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

臨床法医学者・真壁天 高野　結史∥著 宝島社

千里をゆけ 武川　佑∥著 文藝春秋

へんこつ 谷　治宇∥著 角川春樹事務所

半逆光 谷村　志穂∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

非弁護人 月村　了衛∥著 徳間書店

二十面相暁に死す 辻　真先∥著 光文社

大人は泣かないと思っていた 寺地　はるな∥著 集英社

赤の呪縛 堂場　瞬一∥著 文藝春秋

沈黙の終わり　　上・下 堂場　瞬一∥著 角川春樹事務所

緑陰深きところ 遠田　潤子∥著 小学館

捜査一課ＯＢ 富樫　倫太郎∥著 中央公論新社

鬼神の叫び 鳥羽　亮∥著 双葉社

カード師 中村　文則∥著 朝日新聞出版

ラスプーチンの庭 中山　七里∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ヒポクラテスの悔恨 中山　七里∥著 祥伝社

掟上今日子の婚姻届 西尾　維新∥著 講談社

石北本線殺人の記憶 西村　京太郎∥著 文藝春秋

バルス 楡　周平∥著 講談社
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

日本小説 風は山から吹いている 額賀　澪∥著 二見書房

神のふたつの貌 貫井　徳郎∥著 文藝春秋

六月の雪 乃南　アサ∥著 文藝春秋

木星で春を待つ鬼 箱守　瑞紀∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

蝶として死す 羽生　飛鳥∥著 東京創元社

沙林 帚木　蓬生∥著 新潮社

影ぞ恋しき　　上・下 葉室　麟∥著 文藝春秋

葉山嘉樹短篇集 葉山　嘉樹∥著 岩波書店

リボルバー 原田　マハ∥著 幻冬舎

白鳥とコウモリ 東野　圭吾∥著 幻冬舎

野球が好きすぎて 東川　篤哉∥著 実業之日本社

平凡な革命家の死 樋口　有介∥著 祥伝社

彼女は頭が悪いから 姫野　カオルコ∥著 文藝春秋

道をたずねる 平岡　陽明∥著 小学館

本心 平野　啓一郎∥著 文藝春秋

隠れ蓑 藤井　邦夫∥著 文藝春秋

きみの傷跡 藤野　恵美∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

色なき風 藤原　緋沙子∥著 双葉社

最高のアフタヌーンティーの作り方 古内　一絵∥著 中央公論新社

植物忌 星野　智幸∥著 朝日新聞出版

累々 松井　玲奈∥著 集英社

千里眼の復活 松岡　圭祐∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

プリンス 真山　仁∥著 ＰＨＰ研究所

蝶の眠る場所 水野　梓∥著 ポプラ社

昨日がなければ明日もない 宮部　みゆき∥著 文藝春秋

婚活食堂　　５ 山口　恵以子∥著 ＰＨＰ研究所

月下のサクラ 柚月　裕子∥著 徳間書店

白鯨 夢枕　獏∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

警視庁５３（ゴーサン）教場 吉川　英梨∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

それでも世界は回っている　　１ 吉田　篤弘∥著 徳間書店

黒牢城 米澤　穂信∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ほねがらみ 芦花公園∥著 幻冬舎

日本文学 こころの散歩 五木　寛之∥著 新潮社

モテるかもしれない。 カレー沢　薫∥著 新潮社

みんなが、ひとりでいても寂しそうに見えなければ 銀色　夏生∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

「女」のはなし 久世　光彦∥著 河出書房新社

とりあえず、本音を申せば 小林　信彦∥著 文藝春秋

家族って しまお　まほ∥著 河出書房新社

愛は魂の奇蹟的行為である なかにし　礼∥著 毎日新聞出版

ＴＨＥやんごとなき雑談 中村　倫也∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

硝子戸のうちそと 半藤　末利子∥著 講談社

どうやらオレたち、いずれ死ぬっつーじゃないですか みうら　じゅん∥著 新潮社

「死」から「生」へ 三田　徹∥著 幻冬舎メディア

小福ときどき災難 群　ようこ∥著 集英社

夢に迷って、タクシーを呼んだ 燃え殻∥著 扶桑社

ヤマザキマリの世界逍遥録 ヤマザキ　マリ∥著 ＪＡＬブランド

旅を栖とす 高橋　久美子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

一私小説書きの日乗　　堅忍の章 西村　賢太∥著 本の雑誌社
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

日本文学 岸惠子自伝 岸　惠子∥著 岩波書店

全員悪人 村井　理子∥著 ＣＣＣメディアハウス

幻想と怪奇の夏目漱石 夏目　漱石∥著 双葉社

外国文学 複眼人 呉　明益∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

三体　　３〔上〕〔下〕 劉　慈欣∥著 早川書房

もう死んでいる十二人の女たちと パク・ソルメ∥著 白水社

アウトサイダー　　上・下 ｽﾃｨｰｳﾞﾝ・ｷﾝｸﾞ∥著 文藝春秋

ソーンダイク博士短篇全集　　３ R・ｵｰｽﾃｨﾝ・ﾌﾘｰﾏﾝ 国書刊行会

宇宙の春 ケン・リュウ∥著 早川書房

殺人者の手記　　上・下 ﾎｰｶﾝ・ﾈｯｾﾙ∥著 東京創元社

三時間の導線　　上・下 ｱﾝﾃﾞｼｭ・ﾙｰｽﾙﾝﾄﾞ 早川書房

参考図書 日本の図書館　　２０２０ 日本図書館協会 日本図書館協会

情報サービス演習 原田　智子∥編著 樹村房

デジタル時代の国立国会図書館 : 1998-2018 国立国会図書館 国立国会図書館

朝日新聞縮刷版　　２０２１年３月号（NO.1197）

開発協力白書  日本の国際協力　　２０２０年版 外務省∥編

地方財政白書　　令和３年版 総務省∥編 日経印刷

気象業務はいま　　２０２１ 気象庁∥編集 研精堂印刷

地域資料 多摩・奥多摩ベストハイク３０コース 重信  秀年∥著 東京新聞

武蔵野市文化財散策マップ 武蔵野ふるさと歴史館 武蔵野市教育委員会

Ｌｉｆｅ  ｉｎ  Ｔｏｋｙｏ　  （６カ国語版） 東京都生活文化局 東京都

福生市と横田基地　　令和３年３月 福生市企画財政部 福生市

昭和の東京１２の貌 文藝春秋∥編 文藝春秋

都民のくらしむき  東京都生計分析調査　令和２年  東京都総務局統計部 東京都

福生市男女共同参画行動計画　令和３年度～  福生市生活環境部 福生市

ＭＡＭＯＲ（マモル）　２０２１年７月号（ｖｏｌ．１７３） ＧＲＩＮＧＯ＆Ｃｏ． 扶桑社

東京都の公園緑地マップ　　２０２１ 東京都建設局 東京都

大人の東京自然探検 吉田  友和∥著 エムディエヌコーポ

東京都美術館紀要　　Ｎｏ．２７ 東京都歴史文化財団 東京都美術館

　　　　　　　　　福生市立中央図書館　新着図書のお知らせ　2021年7月号

　               　　　　　　　福生市立中央図書館        ℡553-3111　
　　　　　　　　　　わかぎり図書館℡552-7421　わかたけ図書館℡551-0083　武蔵野台図書館℡553-8881

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.lib.fussa.tokyo.jp

＊編集後記＊
お盆は、正式には盂蘭盆会（うらぼんえ）といい、ご先祖や故人の霊が一年に一度、家に帰ってくるといわ

れ、お供えや提灯を飾って供養します。日本のお盆は、６０６年に推古天皇が「推古天皇十四年七月十五日
斎会」（日本書紀）という行事を行ったのがはじめとされ、江戸時代以降庶民に広まり、現在に至っています。
全国的には、８月が多いですが、都内では、７月１３日から１６日の間に行う所もあります。御霊が迷わず帰っ
てくるよう「道しるべ」として灯す提灯は、迎え火・送り火としての大切な役割を持っています。お線香の煙は、
故人のお食事ともいわれ、洗った米をハスの葉やサトイモの葉に盛り付けたりします。御霊が馬に乗って一
刻も早くこの世に帰り、そしてたくさんのお供えと一緒に、牛に乗ってゆっくりあの世へ戻って行くようにとの願
いから、「キュウリの馬」や「ナスの牛」、また、膨らんだ明るい提灯に見立てた「ほおずき」などを飾ります。今
年は、休暇をいただいて１３日にお参りに行きました。大好きなりんどうの花が出始めていたので、それを入
れて花束を作ってもらいお供えにしました。お花屋さんの前を通るたびに、次はどのお花にしようかと考えて
眺めたりしています。


