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：図書館休館日　　　　〇かこみ：返却と予約貸出のみです

　　　　　福生市立図書館休館中の一部業務の実施について

実施期間：令和３年５月１２日（水）から５月３１日（月）まで

対応日時：緊急事態宣言中は、月曜日を除く午前１０時から午後５時

　　　　※今後の状況に応じて、変更になる可能性があります

図書館カレンダー　５月

図書館カレンダー　６月

福生市立中央図書館（一般/ビジネス/参考/地域）２０２１年５月号

新着図書のお知らせ

季節を感じながらの読書

文化の森の一角にある、中央図書館の周辺を歩くと新緑がぐんぐん濃さを増し
ており、鳥の声や吹く風が心地よく感じられる良い季節となりました。ご家庭でも
外の風を受けて季節を感じながらの読書というのはいかがでしょうか。

さて、３回目の国の緊急事態宣言が発出され、図書館は全館休館となりました。
その後、期間が５月31日まで延長されたことに伴い、５月12日から５月31日まで
は、予約資料の貸出、電話・図書館ホームページによる資料の予約、貸出資料
の窓口返却など一部サービスを再開させていただきました。引き続き、ご利用者
の皆様にはご不便をおかけしておりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

季節はコロナ禍に関係なく、当たり前に移り変わっています。図書館が１日も
早く当たり前に、ご利用者の皆様のための、通常の業務が再開できることを祈る
ばかりです。

（図書館長記）
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

ソフトウェアおバカな答えもＡＩしてる ジャネル・シェイン∥著 光文社

ファーウェイ強さの秘密 鄧　斌∥著 日本実業出版社

ゼロからはじめるＯｎｅＮｏｔｅ　＆　Ｇｏｏｇｌｅ　Ｋｅｅｐ　 田中　拓也∥著 技術評論社

インターネットの安全・安心ハンドブック 内閣サイバーセキュ

図書館 図書館政策セミナー「公立図書館の所管問題を 日本図書館協会 日本図書館協会

外交史料館報　　第３４号（令和３年３月） 外務省外交史料館 外務省外交史料館

わたしの、本のある日々 小林　聡美∥著 毎日新聞出版

時代を撃つノンフィクション１００ 佐高　信∥著 岩波書店

哲学 池上彰と考える「死」とは何だろう 池上　彰∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

２０００年前からローマの哲人は知っていた人と キケロ∥著 文響社

２０００年前からローマの哲人は知っていた幸せに キケロ∥著 文響社

心理学 思考からの逃走 岡嶋　裕史∥著 日経ＢＰ日本経済新聞

なぜあの人のジョークは面白いのか？ ｼﾞｮﾅｻﾝ・ｼﾙﾊﾞｰﾀｳﾝ 東洋経済新報社

ＨＳＰとグレーゾーンな人たち 高田　明和∥著 廣済堂出版

人生訓 稼ぐことから逃げるな 株本　祐己∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

最後の講義完全版適応力 出口　治明∥著 主婦の友社

宗教 御朱印でめぐる広島岡山の神社 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

鎌倉仏教 平岡　聡∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

禅の思想 鈴木　大拙∥著 岩波書店

歴史 シルクロード全史　　上・下 ﾋﾟｰﾀｰ・ﾌﾗﾝｺﾊﾟﾝ∥著 河出書房新社

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

中国の歴史　　８ 礪波　護∥ほか編集委 講談社

紅衛兵とモンゴル人大虐殺 楊　海英∥著 筑摩書房

伝記 大杉栄伝 栗原　康∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ロッテを創った男　重光武雄論 松崎　隆司∥著 ダイヤモンド社

地理・紀行 一冊でわかる日本地図・世界地図　　２０２１ 成美堂出版編集部 成美堂出版

武蔵野マイウェイ 海野　弘∥著 冬青社

金沢・能登 ＴＡＣ株式会社出版

伊勢・志摩 ＴＡＣ株式会社出版

四国 ＴＡＣ株式会社出版

福岡 ＴＡＣ株式会社出版

ここはチベット 鄭　堆∥主編 科学出版社東京

やっぱりかわいくないフィンランド 芹澤　桂∥著 幻冬舎

社会科学 池上彰の世界の見方　　アメリカ　２ 池上　彰∥著 小学館

時代の抵抗者たち 青木　理∥著 河出書房新社

時代の異端者たち 青木　理∥著 河出書房新社

アンジェラ・デイヴィスの教え ｱﾝｼﾞｪﾗ・ﾃﾞｲｳﾞｨｽ∥著 河出書房新社

政治 戦後政治史 石川　真澄∥著 岩波書店

日本の分断 三浦　瑠麗∥著 文藝春秋

株式会社アメリカの日本解体計画 堤　未果∥著 経営科学出版

教養としての「地政学」入門 出口　治明∥著 日経ＢＰ

尊厳 マイケル・ローゼン∥著 岩波書店

大国の興亡と戦争 水野　均∥著 悠光堂

法律 私の名前を知って シャネル・ミラー∥著 河出書房新社

ひとりぼっちが怖かった 朝日新聞社会部∥著 幻冬舎

経済 がんばってるのになぜ僕らは豊かになれないのか 井上　純一∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

お金の学校 坂口　恭平∥著 晶文社

危機突破力 加来　耕三∥著 日経ＢＰ
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

経済 サラ金の歴史 小島　庸平∥著 中央公論新社

社会 ランキング ﾍﾟｰﾃﾙ・ｴｰﾙﾃﾞｨ∥著 日本評論社

すぐにもらえるお金と使えるサービス 溝口　知実∥著　監修 自由国民社

労働組合とは何か 木下　武男∥著 岩波書店

男らしさの終焉 グレイソン・ペリー∥著 フィルムアート社

「不倫」という病 片田　珠美∥著 大和書房

難聴者と中途失聴者の心理学 難聴者の心理学 かもがわ出版

未来タル 和合　亮一∥著 徳間書店

福島  環境再生  １００人の記録 環境省  環境再生 環境省  環境再生

『東日本大震災記録誌  １００年後へ届ける記録』 南相馬市 南相馬市

教育 さる先生の学校ゲームチェンジ 坂本　良晶∥著 学陽書房

「過干渉」をやめたら子どもは伸びる 西郷　孝彦∥著 小学館

０～５歳児保育の手あそび 阿部　直美∥編著 ひかりのくに

大学・高校受験すぐに成果が出る！勉強の方法 小笠原　一樹∥著 スタンダーズ・プレス

実務家教員の理論と実践 実務家教員ＣＯＥプロ 先端教育機構社会

自然科学 ＡＩには何ができないか ﾒﾚﾃﾞｨｽ・ﾌﾞﾙｻｰﾄﾞ∥著 作品社

自然界に隠された美しい数学 ｲｱﾝ・ｽﾁｭｱｰﾄ∥著 河出書房新社

なっとくする数学記号 黒木　哲徳∥著 講談社

偉大な定理に迫る！理系脳を鍛える数学クイズ 廣津　孝∥著 翔泳社

１つの定理を証明する９９の方法 ﾌｨﾘｯﾌﾟ・ｵｰﾃﾞｨﾝｸﾞ∥著 森北出版

サピエンスの未来 立花　隆∥著 講談社

動物園・その歴史と冒険 溝井　裕一∥著 中央公論新社

昆虫のとんでもない世界 丸山　宗利∥監修 平凡社

医学 精神科医が見つけた３つの幸福 樺沢　紫苑∥著 飛鳥新社

痛みが消える神バランス 神原　和成∥著 現代書林

家でのこと 高橋　恵子∥著 医学書院

自閉症スペクトラム障害とセクシュアリティ トニー・アトウッド∥著 明石書店

眼圧リセット 清水　ろっかん∥著 飛鳥新社

「エビデンス」の落とし穴 松村　むつみ∥著 青春出版社

技術・工学 廃棄物処理法Ｑ＆Ａ 英保　次郎∥著 東京法令出版

あいちのたてもの  いのりのば編 都市研究所スペーシア 愛知県国登録有形

センスを磨く！住宅デザインの新ルール　間取り編 エクスナレッジ

１０年後の福島からあなたへ 武藤　類子∥著 大月書店

家庭 働く母の暮らしマネジメント 主婦の友社∥編 主婦の友社

ちょっとおしゃれでずっと元気に暮らす 村上　祥子∥著 ＰＨＰ研究所

ナチュラルおせんたく大全 本橋　ひろえ∥著 主婦の友社

おとぎの森の動物刺繡 ヤマノウチ　ユイ∥著 河出書房新社

時間も食材も賢く使う飛田さんの料理の工夫 飛田　和緒∥著 世界文化社

イチバン親切な小麦粉料理の教科書 川上　文代∥著 新星出版社

親子の整理収納 梶ケ谷　陽子∥著 Ｇ．Ｂ．

子どものイヤイヤこんなときどうする？１００のヒント 中田　馨∥文 実務教育出版

産業 東京脱出論 藻谷　浩介∥著 ブックマン社

農家が教える草刈り・草取りコツと裏ワザ 農文協∥編 農山漁村文化協会

袋栽培でかんたん野菜づくり 梁川　正∥著 秀和システム

もっと楽しいシー・ズーライフ 愛犬の友編集部∥編 誠文堂新光社

今泉先生教えて！一度は猫に聞いてみたい１００の 今泉　忠明∥著 宝島社

もっと楽しいウェルシュ・コーギーライフ 愛犬の友編集部∥編 誠文堂新光社

アマゾン式変わり続ける力 佐藤　将之∥著 大和書房
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

絵画 もっと知りたいモディリアーニ 島本　英明∥著 東京美術

写真・印刷 出会いはいつも起業のチャンス 渕本　奈美∥著 産業能率大学出版部

工芸 遊べる！飾れる！超かわいい！季節の折り紙 いしばし　なおこ∥著 世界文化ワンダー

４つのカタチが楽しい立体ポップアップカード 月本　せいじ∥著 グラフィック社

イラストでわかる日本の甲冑 渡辺　信吾∥著 マール社

演劇・映画 経験 上田　晋也∥著 ポプラ社

スポーツ スポーツ歴史の検証 笹川スポーツ財団

スポーツ歴史の検証　　２０２０年度版 笹川スポーツ財団

マラソン腕振り革命 みやす　のんき∥著 実業之日本社

「物理学」×「クラブの構造」で解き明かすゴルフ 小澤　康祐∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

諸芸・娯楽 羽生善治の１手・３手・５手ステップアップ詰め将棋 羽生　善治∥監修 主婦の友社

言語 日本語の教養１００ 今野　真二∥著 河出書房新社

７時間で英語が突然ハッキリ聞こえて会話が続く本 デイヴィ・ラウ∥著 ダイヤモンド社

マンガではじめる英語を忘れた人の１～２語英会話 石原　真弓∥著 主婦の友社

文学 覚醒するシスターフッド サラ・カリー∥著 河出書房新社

されく魂 池澤　夏樹∥著 河出書房新社

清張地獄八景 みうら　じゅん∥編 文藝春秋

暴流の人三島由紀夫 井上　隆史∥著 平凡社

季語の科学 尾池　和夫∥著 淡交社

ひとりが好きなあなたへ　　２ 銀色　夏生∥著 幻冬舎

日本小説 三つ巴 佐伯  泰英∥著 文藝春秋

吸血鬼はレジスタンス闘士 赤川　次郎∥著 集英社

招かれた女 赤川　次郎∥著 中央公論新社

馬疫 茜　灯里∥著 光文社

雲上雲下 朝井　まかて∥著 徳間書店

長く高い壁 浅田　次郎∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

利生の人 天津　佳之∥著 日経ＢＰ日本経済新聞

草原のサーカス 彩瀬　まる∥著 新潮社

田中家の三十二万石 岩井　三四二∥著 光文社

再建の神様 江上　剛∥著 ＰＨＰ研究所

死神さん 大倉　崇裕∥著 幻冬舎

そして扉が閉ざされた 岡嶋　二人∥著 講談社

気がつけば地獄 岡部　えつ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

片をつける 越智　月子∥著 ポプラ社

四十歳、未婚出産 垣谷　美雨∥著 幻冬舎

隠密味見方同心　　９ 風野　真知雄∥著 講談社

排除 今野　敏∥著 実業之日本社

任俠浴場 今野　敏∥著 中央公論新社

祇園会 佐伯  泰英∥著 光文社

残酷な遊戯・花妖 坂口　安吾∥著 春陽堂書店

四谷の弁慶 佐々木　裕一∥著 講談社

悲願花 下村　敦史∥著 小学館

冬の朝、そっと担任を突き落とす 白河　三兎∥著 新潮社

天使の報酬 真保　裕一∥著 講談社

若殿八方破れ　　４ 鈴木　英治∥著 小学館

麦本三歩の好きなもの　　第２集 住野　よる∥著 幻冬舎

はなの味ごよみ　　８ 高田　在子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

上流階級　　１・２・３ 高殿　円∥著 小学館
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

日本小説 快男児！ 髙橋　銀次郎∥著 日経ＢＰ

神様たちのお伊勢参り　　９ 竹村　優希∥著 双葉社

消えた依頼人 田村　和大∥著 ＰＨＰ研究所

骨を追え 堂場　瞬一∥著 文藝春秋

幕間のモノローグ 長岡　弘樹∥著 ＰＨＰ研究所

群青のタンデム 長岡　弘樹∥著 角川春樹事務所

ムーンライト・イン 中島　京子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

斗星、北天にあり 鳴神　響一∥著 徳間書店

人類最強の純愛 西尾　維新∥著 講談社

激震 西村　健∥著 講談社

十津川警部疑惑の旅路 西村　京太郎∥著 徳間書店

灰色の虹 貫井　徳郎∥著 新潮社

天翔ける 葉室　麟∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

応家の人々 日影　丈吉∥著 中央公論新社

青葉雨 藤原　緋沙子∥著 幻冬舎

花舞う里 古内　一絵∥著 小学館

監殺 古野　まほろ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

特等添乗員αの難事件　　６ 松岡　圭祐∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

絹と明察 三島　由紀夫∥著 新潮社

ステップファザー・ステップ 宮部　みゆき∥著 講談社

この世の春　　上 宮部　みゆき∥著 新潮社

しぐれ迷い橋 森  真沙子∥著 二見書房

血も涙もある 山田　詠美∥著 新潮社

空を飛ぶパラソル 夢野　久作∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

あきない世傳金と銀　　１０ 髙田　郁∥著 角川春樹事務所

花人始末 和田　はつ子∥著 幻冬舎

再生 綾辻　行人∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

刑事という生き方 米澤　穂信∥著 朝日新聞出版

狂った機関車 鮎川　哲也∥選 中央公論新社

日本文学 作家の手料理 秋山　十三子∥ほか著 平凡社

みっちんの声 石牟礼　道子∥著 河出書房新社

追懐の筆 内田　百閒∥著 中央公論新社

例外状態の道化師（ジョーカー） 笠井　潔∥著 南雲堂

１日１個、川原にパンを拾いに行く。 銀色　夏生∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

はたらかないで、たらふく食べたい 栗原　康∥著 筑摩書房

歴史探偵忘れ残りの記 半藤　一利∥著 文藝春秋

下着の捨てどき 平松　洋子∥著 文藝春秋

星野道夫 星野　道夫∥著 平凡社

松田道雄 松田　道雄∥著 平凡社

言葉をもみほぐす 赤坂　憲雄∥著 岩波書店

佐野洋子とっておき作品集 佐野　洋子∥著 筑摩書房

江戸漢詩選　　下 揖斐　高∥編訳 岩波書店

外国文学 ケサル王物語 A・ﾀﾞｳﾞｨｯﾄﾞ=ﾈｰﾙ∥著 岩波書店

クララとお日さま カズオ・イシグロ∥著 早川書房

フォックス家の殺人 エラリイ・クイーン∥著 早川書房

災厄の町 エラリイ・クイーン∥著 早川書房

九尾の猫 エラリイ・クイーン∥著 早川書房

十日間の不思議 エラリイ・クイーン∥著 早川書房
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

外国文学 丸い地球のどこかの曲がり角で ローレン・グロフ∥著 河出書房新社

オクトーバー・リスト ｼﾞｪﾌﾘｰ・ﾃﾞｨｰｳﾞｧｰ∥著 文藝春秋

修道女フィデルマの挑戦 ﾋﾟｰﾀｰ・ﾄﾚﾒｲﾝ∥著 東京創元社

もう耳は貸さない ﾀﾞﾆｴﾙ・ﾌﾘｰﾄﾞﾏﾝ∥著 東京創元社

地球の長い午後 ﾌﾞﾗｲｱﾝ・W・ｵｰﾙﾃﾞｨｽ 早川書房

奴婢訓 スウィフト∥作 岩波書店

ミレニアム　　６　〔上・下〕 ﾀﾞｳﾞｨﾄﾞ・ﾗｰｹﾞﾙｸﾗﾝﾂ 早川書房

参考図書 農村と読書　  ２０２０ 一般社団法人  家の光

読売年鑑　　２０２１ 読売新聞東京本社

朝日新聞縮刷版　　２０２１年１月号（NO.1195）

会計検査院　　令和３年版

会計検査のあらまし　　令和２年 会計検査院事務総長

世界の統計　　２０２１ 総務省統計局∥編集 日本統計協会

日本の統計　　２０２１ 総務省統計局∥編集 日本統計協会

地域資料 アーカイブ通信 'Ｎｏ．２１ ネットワーク・市民 ネットワーク・市民

東京都埋蔵文化財年報 '２７  令和２年度 東京都教育庁地域 東京都教育庁地域

技術ノート 'Ｎｏ．５３  特集：高輪ゲートウェイ駅と 東京都地質調査業 東京都地質調査業

緑の風（ＭＩＤＯＲＩ  ＮＯ  ＫＡＺＥ）'２０２１年３月号  ＮＰＯ法人多摩住民 ＮＰＯ法人多摩住民

都政新報  縮刷版 '２０２０（令和２年）  第6561～ 都政新報社

選挙に関する世論調査（東京都知事選挙）'令和２年 東京都選挙管理委員 東京都選挙管理委員

実施計画（予算説明書）［福生市］下水道事業会計 福生市

福生市下水道事業会計補正予算及び同説明書 福生市

創立７０年記念  東社協のあゆみ  この１０年  東京都社会福祉協議 東京都社会福祉協議

多摩の子・多摩子ども詩集[合本] '１  令和２年度 多摩の子・多摩子ども 多摩の子・多摩子ども

亀のあゆみ［福生市立福生第六小学校］ '創立５０周 福生市立福生第六小 福生市立福生第六小

池上彰が語る！コロナ禍における公民館の学習 福生市公民館∥編 福生市教育委員会

ＭＡＭＯＲ（マモル）'２０２１年４月号（ｖｏｌ．１７０） ＧＲＩＮＧＯ＆Ｃｏ． 扶桑社

水の生きものたち たましん歴史・美術館  たましん地域文化財団

福生市民契約保養施設案内 '令和３年度 福生市市民部総合窓 福生市

　　　　　　　　　福生市立中央図書館　新着図書のお知らせ　2021年5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＊
松前、弘前、遠野、盛岡、角館、酒田、足利、飯山、井波、金沢、飛騨高山、郡上八幡、出石、龍野、倉吉、

津和野、津山、高梁、竹原、萩、岩国、人吉、日田、知覧。日本各地にある『小京都』と呼ばれる、風光明媚
な観光地です。最近は、テレビでイギリスやフランスの探偵もののドラマとともに、再放送されている小京都を
舞台にしたミステリー番組がお気に入りで、休みの日によくみています。ミステリーの女王と帝王と呼ばれる
女優さんと俳優さんが、取材で訪れた全国各地の小京都で起こる様々な難事件に巻き込まれ、真相を究明
していくドラマです。名所旧跡はもとより、歴史や文化、伝統までが織り込まれ、かなり昔の作品ですが、今に
通じるものがあります。また、ヨーロッパの街歩きを題材にした旅番組も楽しみにしています。「その街で暮ら
すように旅をする」をテーマに、可愛らしい女優さんやアナウンサーの方が、現地在住の日本人の案内で、
その街の魅力を存分に紹介する旅番組です。かなり古い映像ですが、ヨーロッパ各地の美しい街並みの中
を歩く人々の姿は、とても生き生きしていて、懐かしさを感じます。先日、いつもお世話になっている友人から、
お嬢さんが初任給で買ってくれたハムやソーセージ、ベーコン、マスタードなどを贈られ、ドイツ風のごちそう
にして美味しくいただきました。とても可愛らしい親思いのしっかりしたお嬢さんで、彼女の心遣いや思いやり
をとても嬉しく思いました。社会への新たな一歩を踏み出した彼女が、ご両親とともに、健やかで幸せである
ことを願いながら、昔から大切にしてきた言葉「忍耐、根気、努力」を贈ります。


