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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）

　　　　＊年末年始・年度末整理日

図書館カレンダー　１０月

図書館カレンダー　１１月

福生市立中央図書館（一般/ビジネス/参考/地域）２０２１年１０月号

新着図書のお知らせ

「時間の感じ方」

あっという間に１０月です。今年もあと３か月となりました。あと３か月しかない。・・・
例えば仕事は大体期限が決められていますが、とても間に合いそうもないと思うとこ

んな気持ちになることもあります。反対に、まだ３か月もある。・・・仕事がスムーズに

進んで余裕があるとき（私はほとんどありませんが）や、何かを待ち遠しく思ったりす
るとこんな感じのときもあります。同じ時間でもその時の状況で真逆に感じます。

さて、好きなことをしていると、時間はあっという間に過ぎていきます。秋の夜長の
読書、寝不足には御注意ください。

（図書館長記）
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

ソフトウェアイラストで学ぶ認知科学 北原　義典∥著 講談社

機械学習を解釈する技術 森下　光之助∥著 技術評論社

ボイステック革命 緒方　憲太郎∥著 日経ＢＰ日本経済新聞

はじめてのＣｌｕｂｈｏｕｓｅスタートガイド 吉岡　豊∥著 秀和システム

書誌学 最後に殘るのは本 工作舎∥編 工作舎

読書大全 堀内　勉∥著 日経ＢＰ

研究機関 教養として知っておきたい博物館の世界 栗原　祐司∥著 誠文堂新光社

哲学 死者と霊性 末木　文美士∥編 岩波書店

心理学 スタンフォード大学の共感の授業 ジャミール・ザキ∥著 ダイヤモンド社

陰陽師の解剖図鑑 川合　章子∥著 エクスナレッジ

人生訓 世界の「頭のいい人」がやっていることを１冊に 中野　信子∥著 アスコム

宗教 神社語辞典 本村　のり子∥著 誠文堂新光社

世界でいちばん素敵なお寺の教室 松島　龍戒∥監修 三才ブックス

『一遍聖絵』の世界 五味　文彦∥著 吉川弘文館

歴史 日本列島四万年のディープヒストリー 森先　一貴∥著 朝日新聞出版

２０世紀のグローバル・ヒストリー 北村　厚∥著 ミネルヴァ書房

ホロコースト最年少生存者たち ﾚﾍﾞｯｶ・ｸﾘﾌｫｰﾄﾞ∥著 柏書房

分裂と統合で読む日本中世史 谷口　雄太∥著 山川出版社

室町は今日もハードボイルド 清水　克行∥著 新潮社

真相解明「本能寺の変」 菅野　俊輔∥著 青春出版社

誰の日本時代 洪　郁如∥著 法政大学出版局

ユーゴスラヴィア現代史 柴　宜弘∥著 岩波書店

伝記 フランス革命の女たち 池田　理代子∥著 新潮社

緒方竹虎と日本のインテリジェンス 江崎　道朗∥著 ＰＨＰ研究所

森戸辰男 小池　聖一∥著 吉川弘文館

地理・紀行 山形のトリセツ 昭文社

地理院地図で東京を歩く　　２ 地理教育研究会∥編 清水書院

沖縄のトリセツ 昭文社

オリエント急行 櫻井　寛∥写真　文 世界文化社

極北へ 石川　直樹∥著 毎日新聞出版

社会科学 中国「見えない侵略」を可視化する 読売新聞取材班∥著 新潮社

いまどきの「ドイツ」と「日本」 マライ・メントライン∥著 ＰＨＰ研究所

半歩先を読む思考法 落合　陽一∥著 新潮社

立花隆最後に語り伝えたいこと 立花　隆∥著 中央公論新社

２０３０年：すべてが「加速」する世界に備えよ ﾋﾟｰﾀｰ・ﾃﾞｨｱﾏﾝﾃﾞｨｽ ニューズピックス

政治 暴走するポピュリズム 有馬　晋作∥著 筑摩書房

百合子とたか子 岩本　美砂子∥著 岩波書店

権力は腐敗する 前川　喜平∥著 毎日新聞出版

世界史と時事ニュースが同時にわかる新地政学 長谷川　敦∥著 朝日新聞出版

個人情報保護法の知識 岡村　久道∥著 日経ＢＰ日本経済新聞

行政学 真渕　勝∥著 有斐閣

総務省解体論 原　英史∥著 ビジネス社

法律 図解でわかる改正民法・不動産登記法の基本 岡　信太郎∥著 日本実業出版社

民法判例集　　債権各論 瀬川　信久∥著 有斐閣

まるごとわかる・遺言と生前贈与 内海　徹∥著 自由国民社

犯罪心理学入門 福島  章  著 中央公論社

檻の中の裁判官 瀬木　比呂志∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

行政書士法コンメンタール 兼子　仁∥著 北樹出版
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

法律 はじめての民事手続法 川嶋　四郎∥編 有斐閣

国際法 中谷　和弘∥著 有斐閣

ある日の入管 織田　朝日∥著 扶桑社

経済 日本の国際協力　　アジア編 ミネルヴァ書房

地図とデータで見る人口の世界ハンドブック ジル・ピゾン∥著 原書房

相続と贈与がわかる本　　２０２１－２０２２年版 桒原　亜矢子∥監修 成美堂出版

あたらしいお金の教科書 新井　和宏∥著 山川出版社

ＦＩＲＥ最強の早期リタイア術 ｸﾘｽﾃｨｰ・ｼｪﾝ∥著 ダイヤモンド社

誰でも学べば一生役立つ投資の基本技術 田向　宏行∥著 自由国民社

めざせＦＩＲＥ！ ぽんちよ∥著 主婦の友社

図解わかる住宅ローン　　２０２１－２０２２年版 浅井　秀一∥著 新星出版社

財政 破たんする？まだいける？ニッポンの財政 田中　秀明∥監修　 スタンダーズ

これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール 梅田　泰宏∥著 フォレスト出版

新しい地方財政論 中井　英雄∥著 有斐閣

社会 社会学と社会システム 山口　美和∥編著 ミネルヴァ書房

分断のニッポン史 赤上　裕幸∥著 中央公論新社

共感という病 永井　陽右∥著 かんき出版

自粛するサル、しないサル 正高　信男∥著 幻冬舎

読んでわかる社会心理学 辻川　典文∥共著 サイエンス社

アサーション・トレーニング 平木　典子∥著 日本・精神技術研究所

東京の多様性 滝　久雄∥編著 日経ＢＰ日本経済新聞

地球を壊す暮らし方 ウルリッヒ・ブラント∥著 岩波書店

マイノリティ問題から考える社会学・入門 西原　和久∥編 有斐閣

格差と分断の社会地図 石井　光太∥著 日本実業出版社

被差別部落認識の歴史 黒川　みどり∥著 岩波書店

知った人から得をする！６０歳からの「届け出」だけ 小泉　正典∥監修 宝島社

マンションの理事になったらこの１冊 マンションの管理∥著 自由国民社

早く絶版になってほしい＃駄言辞典 日経ｘｗｏｍａｎ∥編 日経ＢＰ

限界から始まる 上野　千鶴子∥著 幻冬舎

生きるためのフェミニズム 堅田  香緒里/著 タバブックス

読んでわかる家族心理学 相谷　登∥共著 サイエンス社

親を棄てる子どもたち 大山　眞人∥著 平凡社

卒婚 杉山　由美子∥著 出版芸術社

８０５０親の「傾聴」が子どもを救う 最上　悠∥著 マキノ出版

子どもに頼らないしあわせ介護計画 高室　成幸∥著 ＷＡＶＥ出版

怒れる老人 安藤　俊介∥著 産業編集センター

コロナ貧困 藤田　孝典∥著 毎日新聞出版

喰うか喰われるか 溝口　敦∥著 講談社

盗撮をやめられない男たち 斉藤　章佳∥著 扶桑社

ソーシャルワーク論 小口　将典∥編著 ミネルヴァ書房

図解介護保険のしくみと使い方がわかる本 牛越　博文∥監修 講談社

道路を渡れない老人たち 神戸　利文∥著 アスコム

身近な人の介護で「損したくない！」と思ったら読む 河北　美紀∥著 実務教育出版

イラスト図解いちばんわかりやすい介護術 三好　春樹∥著 永岡書店

障害のある子が受けられる支援のすべて 和枝福祉会∥監修 ナツメ社

子ども虐待は、なくせる 今　一生∥著 日本評論社

保育者のための子ども虐待Ｑ＆Ａ 山縣　文治∥著 みらい

教育 図解学問のすすめ 齋藤　孝∥著 ウェッジ
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

教育 絶対役立つ教育心理学 藤田　哲也∥編著 ミネルヴァ書房

イラスト版子どもの感情力をアップする本 木村　愛子∥編著 合同出版

教員のメンタルヘルス 大石　智∥著 大修館書店

シュタイナーのお絵描きレッスン 酒井　秀彰∥著 河出書房新社

保育で使える言葉がけ 木梨　美奈子∥監修 つちや書店

子どもの「こころ」をのぞいてみる 佐久間　路子∥編著 ぎょうせい

子どもの作品がひかるいきいき壁面＆室内飾り ポット編集部∥編 チャイルド本社

ワクワク・ドキドキ「園庭」づくり 炭谷　将史∥著 ぎょうせい

おたより文例＆イラストカット集 太田　富美枝∥監修 ナツメ社

ニッポン！和っしょい運動会！ 清水　玲子∥総監修 世界文化社

０・１・２歳児のふれあいあそび 小倉　和人∥著 ひかりのくに

みんなナットク！傑作劇あそび特選集 井上　明美∥編著

「音」からひろがる子どもの世界 吉永　早苗∥著 ぎょうせい

３・４・５歳児のふれあいあそび 小倉　和人∥著 ひかりのくに

おはなしいっぱい！楽しい手袋シアター ａｍｉｃｏ∥著 新星出版社

すぐに使える！カモさんのかわいいペープサート カモ∥著 新星出版社

大学ランキング　　２０２２年版 朝日新聞出版

発達障害の子と親の心が軽くなるちゃんと伝わる Ｓｈｉｚｕ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

イラスト版子どもの発達サポートヨガ 太田　千瑞∥著 合同出版

イラストでわかる子どもの場面緘黙サポートガイド 金原　洋治∥著 合同出版

点字のレッスン 阿佐　博∥著 視覚障害者支援

家庭と保育園・幼稚園で知っておきたい知的障害 市川　奈緒子∥監修 ミネルヴァ書房

イケイケ、パニッカー　　２（旅立ち編） 高阪　正枝∥著 クリエイツかもがわ

キレにくい子どもを育てる。 本田　恵子∥編著 講談社

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

子どもの英語力がグンと伸びる最強の学習 安河内　哲也∥著 扶桑社

風俗習慣 名画のドレス 内村　理奈∥著 平凡社

スイーツ歳時記＆お菓子の記念日 吉田　菊次郎∥著 松柏社

花街の引力 三浦　展∥著 清談社Ｐｕｂｌｉｃｏ

オトナ女子のふるまい手帖 髙田　将代∥著 ＳＢクリエイティブ

中国怪談奇談集 多久　弘一∥著 里文出版

国防・軍事 戦争の新しい１０のルール ｼｮｰﾝ・ﾏｸﾌｪｲﾄ∥著 中央公論新社

自衛隊最強の部隊へ　　CQB・ガンハンドリング編 二見　龍∥著 誠文堂新光社

自然科学 恐竜学者は止まらない！ 田中　康平∥著 創元社

動物たちのしあわせの瞬間（とき） 福田　幸広∥写真　文 日経ナショナルジオ

にっぽんのシギ・チドリ 築山　和好∥写真 カンゼン

医学 魔法のトイレ体操 小林　弘幸∥著 新星出版社

そのふるえ・イップス心因性ではありません 平　孝臣∥著 法研

しっかりわかるワクチンと免疫の基礎知識 峰　宗太郎∥監修 池田書店

新型コロナ「正しく恐れる」　　１・２ 西村　秀一∥著 藤原書店

国立がん研究センター東病院の管理栄養士さん 千歳　はるか∥著 小学館

あなたにとって最適な「がん治療」がわかる本 がん情報サイト∥著 日本実業出版社

海をわたった母子手帳 中村　安秀∥著 旬報社

看護のための法学 野﨑　和義∥著 ミネルヴァ書房

自律神経の名医が教える！サウナのトリセツ 小林　弘幸∥著 学研プラス

科学的に正しい上機嫌の習慣 堀田　秀吾∥著 ＰＨＰ研究所

疾病捜査官 アリ・Ｓ・カーン∥著 みすず書房

誰が日本のコロナ禍を悪化させたのか？ 牧田　寛∥著 扶桑社
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

医学 最悪の予感 マイケル・ルイス∥著 早川書房

報道記録新型コロナウイルス感染症 読売新聞東京本社 読売新聞東京本社

よくわかる子どもの保健 丸尾　良浩∥編著 ミネルヴァ書房

リモート疲れとストレスを癒す「休む技術」 西多　昌規∥著 大和書房

法医学者の使命 吉田　謙一∥著 岩波書店

技術・工学 ごみ収集とまちづくり 藤井　誠一郎∥著 朝日新聞出版

これってホントにエコなの？ ｼﾞｮｰｼﾞｰﾅ・ｳｨﾙｿﾝ∥著 東京書籍

地球の未来のため僕が決断したこと ビル・ゲイツ∥著 早川書房

横浜の名建築をめぐる旅 菅野　裕子∥著 エクスナレッジ

機械式時計大全 山田　五郎∥著 講談社

すべてが武器になる 石川　明人∥著 創元社

家庭 ７０過ぎたら生き方もファッションもシンプルなほど 安奈　淳∥著 主婦の友社

あみぐるみが編みたくなる糸のあみぐるみ アップルミンツ

超お手軽ヴィーガン料理 ｵﾘｳﾞｨｱ・ﾋﾞｱﾏﾝ∥著 ニュートンプレス

まいにちの漬け物 ませき　じゅんこ∥著 池田書店

おうちで本格パン焼けました やさいのひベーカリー ワニブックス

子育て整体 井本　邦昭∥著 ＰＨＰエディターズ

産業 「小さな鉄道」の記憶 旅の文化研究所∥編 七月社

国鉄東京駅 荒川　好夫∥著 グラフィック社

さよならテレビ 阿武野　勝彦∥著 平凡社

絵画・書道 藤田嗣治パリを歩く 清水　敏男∥著 東京書籍

万年筆画の教科書 古山　浩一∥著 東京美術

本の力 酒井　京子∥著 童心社

和田誠のたね 和田　誠∥画 スイッチ・パブリシング

世界ピクト図鑑 児山　啓一∥著 ビー・エヌ・エヌ

魔法とミステリーのデザイン ビー・エヌ・エヌ

写真・印刷 「書体」が生まれる 雪　朱里∥著 三省堂

工芸 和家具の世界 小泉　和子∥著 河出書房新社

演劇・映画 演劇入門 鴻上　尚史∥著 集英社

仁義なき戦い菅原文太伝 松田　美智子∥著 新潮社

きみが死んだあとで 代島　治彦∥著 晶文社

スタジオジブリの想像力 三浦　雅士∥著 講談社

スポーツ 東京オリンピック２０２０ 共同通信社

最新科学が教える！キャッチャーの技術 川村　卓∥著 エクシア出版

彼方への挑戦 松山　英樹∥著 徳間書店

森のブッシュクラフト図鑑 スズキ　サトル∥著 笠倉出版社

田部井淳子　山の単語帳 田部井　淳子∥著 世界文化ブックス

科学が教える山歩き超入門 能勢　博∥監修 エクシア出版

Ｄｒ．Ｆの格闘技医学 二重作　拓也∥著 秀和システム

諸芸・娯楽 考えて、考えて、考える 丹羽　宇一郎∥著 講談社

言語 グラレコの基本 本園　大介∥著 日本実業出版社

新しい国語表記ハンドブック 三省堂編修所∥編 三省堂

ネイティブも驚く英会話のコツ 藤尾　美佐∥著 三修社

文学 ケアの倫理とエンパワメント 小川　公代∥著 講談社

万葉集に出会う 大谷　雅夫∥著 岩波書店

脚本家・野木亜紀子の時代 小田　慶子∥著 ｂｌｕｅｐｒｉｎｔ

平家物語　　１～４ 杉本　圭三郎∥著 講談社

日本小説 菜の花食堂のささやかな事件簿　　２～４ 碧野　圭∥著 大和書房
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

日本小説 天使に賭けた命 赤川　次郎∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

白光 朝井　まかて∥著 文藝春秋

ＱＵＥＥＮ 麻生　幾∥著 角川春樹事務所

追憶の烏 阿部　智里∥著 文藝春秋

川のほとりで羽化するぼくら 彩瀬　まる∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

みとりねこ 有川　ひろ∥著 講談社

ゼロの迎撃 安生　正∥著 宝島社

仮面 伊岡　瞬∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

原因において自由な物語 五十嵐　律人∥著 講談社

君が護りたい人は 石持　浅海∥著 祥伝社

さそりたち 井上　ひさし∥著 中央公論新社

幻月と探偵 伊吹　亜門∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

勘定侍柳生真剣勝負　　４ 上田　秀人∥著 小学館

人類最初の殺人 上田　未来∥著 双葉社

徳川最後の将軍慶喜の本心 植松　三十里∥著 集英社

変な家 雨穴∥著 飛鳥新社

インフォデミック 榎本　憲男∥著 中央公論新社

ゾウに魅かれた容疑者 大倉　崇裕∥著 講談社

バスクル新宿 大崎　梢∥著 講談社

熱風団地 大沢　在昌∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

とにもかくにもごはん 小野寺　史宜∥著 講談社

コロナ狂騒録 海堂　尊∥著 宝島社

翔ｗｉｎｇ　ｓｐｒｅａｄ 岳　真也∥著 牧野出版

亜ノ国へ 柏葉　幸子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

地中の星 門井　慶喜∥著 新潮社

サイレント　黙認 神津　凛子∥著 講談社

スワロウテイルの消失点 川瀬　七緒∥著 講談社

寂滅の剣 北方　謙三∥著 新潮社

氷柱の声 くどう　れいん∥著 講談社

カラ売り屋ｖｓ仮想通貨 黒木　亮∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

星の落ちる島 小島　環∥著 二見書房

恐喝 小杉　健治∥著 双葉社

暮鐘 今野　敏∥著 角川春樹事務所

アイスクライシス 笹本　稜平∥著 徳間書店

ブラザーズ・ブラジャー 佐原　ひかり∥著 河出書房新社

邪教の子 澤村　伊智∥著 文藝春秋

神様の果物 篠　綾子∥著 角川春樹事務所

五十六ＩＳＯＲＯＫＵ 柴田　哲孝∥著 祥伝社

鳥がぼくらは祈り、 島口　大樹∥著 講談社

楽園のアダム 周木　律∥著 講談社

隠れの子 小路　幸也∥著 集英社

死体の汁を啜れ 白井　智之∥著 実業之日本社

宝島　　上・下 真藤　順丈∥著 講談社

あきない世傳金と銀　　１１ 髙田　郁∥著 角川春樹事務所

もどかしいほど静かなオルゴール店 瀧羽　麻子∥著 幻冬舎

源氏の白旗 武内　涼∥著 実業之日本社

帆神 玉岡　かおる∥著 新潮社

機龍警察白骨街道 月村　了衛∥著 早川書房
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

日本小説 青空と逃げる 辻村　深月∥著 中央公論新社

聖刻 堂場　瞬一∥著 講談社

転がる検事に苔むさず 直島　翔∥著 小学館

出版禁止 長江　俊和∥著 新潮社

教場Ｘ 長岡　弘樹∥著 小学館

あしたの星 中島　久枝∥著 光文社

やさしい猫 中島　京子∥著 中央公論新社

護られなかった者たちへ 中山　七里∥著 宝島社

バイオハッカーＱの追跡 那藤　功一∥著 宝島社

万事快調（オール・グリーンズ） 波木　銅∥著 文藝春秋

推理大戦 似鳥　鶏∥著 講談社

逆玉に明日はない 楡　周平∥著 光文社

邯鄲の島遥かなり　　上 貫井　徳郎∥著 新潮社

ヤスの本懐 原　宏一∥著 双葉社

透明な螺旋 東野　圭吾∥著 文藝春秋

翡翠色の海へうたう 深沢　潮∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

執行 深谷　忠記∥著 徳間書店

蝉しぐれ　　下 藤沢　周平∥著 文藝春秋

アフター・サイレンス 本多　孝好∥著 集英社

千里眼ノン＝クオリアの終焉 松岡　圭祐∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

わたしのいないテーブルで 丸山　正樹∥著 東京創元社

これはただの夏 燃え殻∥著 新潮社

ミラーワールド 椰月　美智子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

焼肉で勝負！ 山口　恵以子∥著 角川春樹事務所

存在しない時間の中で 山田　宗樹∥著 角川春樹事務所

仮面家族 悠木　シュン∥著 双葉社

ゴースト・ポリス・ストーリー 横関　大∥著 講談社

罪の因果性 横関　大∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

十三階の母（マリア） 吉川　英梨∥著 双葉社

余命一年、男をかう 吉川　トリコ∥著 講談社

カラスの祈り 吉川　英梨∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

天路 リービ　英雄∥著 講談社

パラダイス・ガーデンの喪失 若竹　七海∥著 光文社

オーラの発表会 綿矢　りさ∥著 集英社

朝倉かすみリクエスト！スカートのアンソロジー 朝倉　かすみ∥著 光文社

真藤順丈リクエスト！絶滅のアンソロジー 王谷　晶∥著 光文社

あなたの後ろにいるだれか 恩田　陸∥著 新潮社

日本文学 １日で読める徒然草 吉野　敬介∥著 東京書籍

家族のようなあなたへ 石井　ふく子∥著 世界文化社

もうあかんわ日記 岸田　奈美∥著 ライツ社

山の帰り道 沢野　ひとし∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

死は最後で最大のときめき 下重　暁子∥著 朝日新聞出版

めざめの森をめぐる言葉 中嶋　朋子∥著 講談社

コロナ時代のパンセ 辺見　庸∥著 毎日新聞出版

タイムズ 真山　仁∥著 朝日新聞出版

メロンと寸劇 向田　邦子∥著 河出書房新社

しない。 群　ようこ∥著 集英社

もう革命しかないもんね 森　元斎∥著 晶文社
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

日本文学 旅先のオバケ 椎名　誠∥著 集英社

海恋紀行 森　まゆみ∥著 産業編集センター

清六の戦争 伊藤　絵理子∥著 毎日新聞出版

工学部ヒラノ教授の傘寿でも徘徊老人日記 今野　浩∥著 青土社

３人で親になってみた 杉山　文野∥著 毎日新聞出版

わがいのち果てる日に 田嶋　隆純∥編著 講談社エディトリアル

外国文学 三十の反撃 ソン・ウォンピョン∥著 祥伝社

地上で僕らはつかの間きらめく オーシャン・ヴオン∥著新潮社

ビンティ ﾝﾈﾃﾞｨ・ｵｺﾗﾌｫｰ∥著 早川書房

２００１年宇宙の旅 ｱｰｻｰ・C・ｸﾗｰｸ∥著 早川書房

鬼火　　上・下 マイクル・コナリー∥著 講談社

死のエデュケーション　　Ｌｅｓｓｏｎ１ ナオミ・ノヴィク∥著 静山社

アウトロー・オーシャン　　上・下 イアン・アービナ∥著 白水社

パサージュ論　　５ ｳﾞｧﾙﾀｰ・ﾍﾞﾝﾔﾐﾝ∥著 岩波書店

キリギリスのしあわせ トーン・テレヘン∥著 新潮社

チェルノブイリの祈り ｱﾚｸｼｴｰｳﾞｨﾁ∥著 岩波書店

参考図書 朝日新聞縮刷版　　２０２１年６月号（ＮＯ.1200）

防災白書　　令和３年版 内閣府∥編集 日経印刷

保育白書　　２０２１ 全国保育団体連絡会 ちいさいなかま社

生涯学習・社会教育行政必携　　令和４年版 生涯学習　社会教育 第一法規

科学技術・イノベーション白書　　令和３年版 文部科学省∥編集 インパルスコーポ

地域資料 東京都市町村概要　令和２年度 東京都総務局行政部 東京都総務局行政部

市町村財政力分析指標 　令和３年３月 東京市町村自治調査 東京市町村自治調査

東京税務レポート 　２０２１年７月  夏季号  Ｎｏ．５２９ 東京税務協会∥編 東京税務協会

福生市地域福祉計画　第６期  令和３年３月 福生市福祉部∥編 福生市

福生市バリアフリー推進計画　第４期  令和３年３月 福生市福祉部∥編 福生市

ＭＡＭＯＲ（マモル）　２０２１年９月号（ｖｏｌ．１７５） ＧＲＩＮＧＯ＆Ｃｏ． 扶桑社

東京都のトンボ 喜多　英人∥編著 いかだ社

名城を訪ねる旅　　東日本編 「名城を訪ねる旅」製作 東京ニュース通信社

　　　　　　　　　福生市立中央図書館　新着図書のお知らせ　2021年10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＊
丑年の今年も残すところ２ヵ月余りとなりました。福島県柳津町は、赤べこ伝説発祥の地です。東北最古と

もいわれる会津地方の郷土玩具である張り子の赤べこは、ゆらゆらと首を揺らす素朴で愛くるしい姿がとても
人気で親しまれています。１６１１年に会津地方を襲った大地震により倒壊した福満虚空蔵尊圓蔵寺の再建
で人々が困っていたところ、どこからともなく赤い牛の群れが現れ資材の運搬を手伝ってくれたという逸話が
残っています。この出来事を深く感謝し、当時の大名である蒲生氏郷が工芸品として作らせたのが赤べこ伝
説の始まりとされています。お寺の再建後に、疱瘡（天然痘）が流行し、赤牛の人形をもっていた子供たちは
感染しなかったという言い伝えがあり、可愛らしい赤べこに感染症を鎮めたいと願う人々の切なる想いから、
無病息災を願って痘（とう）を表す黒い斑点が書き込まれるようになりました。忍耐と力強さ、福を運ぶ赤べこ
は、今でも厄除け、魔除け、縁起物として喜ばれています。柳津町は、世界的木版画家で文化功労者の斎
藤清（1907-1997）が晩年の１０年余りを過ごした地であり、数多くの素晴らしい作品がある斎藤清美術館や
彼の版画制作の作業台や彫刻刀が残された住まい兼工房である斎藤清アトリエ館があります。会津坂下町
の出身で、独学で油絵を学び、サンパウロ・ビエンナーレ（1951）で受賞した彼は、日本の伝統美や風土に
西洋の近代造形を取り入れ、独自の木版画の技法を確立しました。殊に、「会津の冬」シリーズは温かみの
ある優しさであふれた作品です。雄大な只見川や美しい奥会津の山々に囲まれ、心が和んだことでしょう。


