
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

：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　６月

図書館カレンダー　７月

福生市立中央図書館（一般/ビジネス/参考/地域）２０２１年６月号

新着図書のお知らせ

図書館では本の紹介をしています

図書館では、この新着案内やすいせん図書リストの配布など、本の紹介をさせて

いただいております。
６月の中央図書館の児童室では、絵本「はらぺこあおむし」の作者で５月に亡くな

られたエリック・カールさんの本や、あめのほんなどを展示しております。
子どものころに出合った思い出の本、大人になって出合った本、、、、これからも

たくさんのすてきな本に出合っていただければ幸いに存じます。
さて、6月１日からは、ご利用いただけるサービスを制限して開館させていただい

ております。引き続き、ご来館の際には、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、検温、手・指の消毒、マスクの着用、及び１時間以内のご利用など、ご協力を
お願いいたします。

（図書館長記）
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

総記 自由になるための技術リベラルアーツ 山口　周∥著 講談社

ソフトウェア見る読む分かるＩＴ＆デジタル重要キーワード 日経パソコン∥編 日経ＢＰ

データ立国論 宮田　裕章∥著 ＰＨＰ研究所

はじめてのＧｍａｉｌ入門 桑名　由美∥著 秀和システム

Ａｎｄｒｏｉｄスマートフォン完全マニュアル　　２０２１ スタンダーズ

図書館 アーカイブの思想 根本　彰∥著 みすず書房

本屋と図書館の間にあるもの 伊藤　清彦∥著 郵研社

逐次刊行物 文春の流儀 木俣　正剛∥著 中央公論新社

東京と美術。 平凡社

新聞 さよなら朝日 石川　智也∥著 柏書房

哲学 夢と虹の存在論 松田　毅∥著 講談社

魂にふれる 若松　英輔∥著 亜紀書房

ニーチェ道を照らす言葉 ニーチェ∥著 イースト・プレス

心理学 Ｔｈｉｎｋ　ｒｉｇｈｔ ロルフ・ドベリ∥著 サンマーク出版

怒りの人類史 ﾊﾞｰﾊﾞﾗ・H・ﾛｰｾﾞﾝﾜｲﾝ 青土社

アドラー性格を変える心理学 岸見　一郎∥著 ＮＨＫ出版

レジリエンスで心が折れない自分になる 久世　浩司∥監修 日本能率協会

無心セラピー 辛酸　なめ子∥著 双葉社

倫理学 ふたりのきほん１００ 松浦　弥太郎∥著 光文社

人生訓 為末メソッド 為末　大∥著 日本図書センター

ボクは食器洗いをやっていただけで、家事を 土屋　礼央∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

宗教 般若心経手帳 平山　郁夫∥画 東京書籍

御朱印でめぐる中央線沿線の寺社 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

歴史 最高の教養！世界全史 宮崎　正勝∥著 ＰＨＰ研究所

恋する日本史 日本歴史編集委員会 吉川弘文館

歴史のじかん 山崎　怜奈∥著 幻冬舎

マンガでわかる災害の日本史 磯田　道史∥著 池田書店

顔の考古学 設楽　博己∥著 吉川弘文館

古代日本の官僚 虎尾　達哉∥著 中央公論新社

古事記と出雲と銅鐸の謎 坂口　進∥著 文芸社

「失敗」の日本史 本郷　和人∥著 中央公論新社

本能寺の変生きていた光秀 井上　慶雪∥著 祥伝社

災害とたたかう大名たち 藤田　達生∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

半藤一利の昭和史 文藝春秋

「暮し」のファシズム 大塚　英志∥著 筑摩書房

三国志入門 宮城谷　昌光∥著 文藝春秋

伝記 ある明治人の記録 石光　真人∥編著 中央公論新社

渋沢栄一９２年の生涯　　秋の巻・冬の巻 白石　喜太郎∥著 国書刊行会

地理・紀行 日本百名山登山ガイド　　上・下 山と溪谷社

高尾山ハイキング案内 山と溪谷社

九州の山 山と溪谷社∥編 山と溪谷社

ほんとはかわいくないフィンランド 芹澤　桂∥著 幻冬舎

現代カナダを知るための６０章 飯野　正子∥総監修 明石書店

混迷の国ベネズエラ潜入記 北澤　豊雄∥著 産業編集センター

社会科学 日本の盲点 開沼　博∥著 ＰＨＰ研究所

政治 「オピニオン」の政治思想史 堤林　剣∥著 岩波書店

日本人が知るべき東アジアの地政学 茂木　誠∥著 ＰＨＰ研究所

１人から始める議会改革 ﾋﾞｱﾝｷ・ｱﾝｿﾆｰ∥著 学陽書房
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

政治 「敦煌」と日本人 榎本　泰子∥著 中央公論新社

密約の戦後史 新原　昭治∥著 創元社

法律 井上ひさしの憲法指南 井上　ひさし∥著 岩波書店

犯罪学 ﾃｨﾑ・ﾆｭｰﾊﾞｰﾝ∥著 ニュートンプレス

経済 日本のＳＤＧｓ 高橋　真樹∥著 大月書店

社会 今まであなたのこと友達だと思ってたのに ソン・ユミ∥著 かんき出版

世界の日本人ジョーク集　　令和編 早坂　隆∥著 中央公論新社

ＴＨＥ　ＣＡＴＡＬＹＳＴ ｼﾞｮｰﾅ・ﾊﾞｰｶﾞｰ∥著 かんき出版

「三代目」スタディーズ 鈴木　洋仁∥著 青土社

ジェンダー分析で学ぶ女性史入門 総合女性史学会∥編 岩波書店

なんで家族を続けるの？ 内田　也哉子∥著 文藝春秋

「ふつうの家族」にさようなら 山口　真由∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

「男らしさ」はつらいよ ロバート・ウェッブ∥著 双葉社

子どもに迷惑をかけない・かけられない！６０代から 太田　差惠子∥著 翔泳社

キツネ目 岩瀬　達哉∥著 講談社

どうしても頑張れない人たち 宮口　幸治∥著 新潮社

震災と死者 北原　糸子∥著 筑摩書房

ふくしま人のものがたり 渡辺　一枝∥著 新日本出版社

ロヒンギャ危機 中西　嘉宏∥著 中央公論新社

毒になる親 ｽｰｻﾞﾝ・ﾌｫﾜｰﾄﾞ∥著 毎日新聞出版

教育 「ほんとのこと」は、親にはいえない 木村　泰子∥著 家の光協会

大学は何処へ 吉見　俊哉∥著 岩波書店

発達障害の子どもの実行機能を伸ばす本 高山　恵子∥監修 講談社

発達の気になる子の体の動きしくみとトレーニング 川上　康則∥監修 ナツメ社

風俗習慣 今和次郎 今　和次郎∥著 平凡社

禁忌習俗事典 柳田　国男∥著 河出書房新社

お魚とお寿司のナイショ話 岡本　浩之∥著 朝日新聞出版

お墓の建て方・祀り方、墓じまいまで 主婦の友社∥編 主婦の友社

自然科学 「メカニクス」の科学論 佐藤　文隆∥著 青土社

数理情報学入門 須藤　秀紹∥著 共立出版

子どもの算数、なんでそうなる？ 谷口　隆∥著 岩波書店

トコトンやさしい天文学の本 山口　弘悦∥著 日刊工業新聞社

新説宇宙生命学 日下部　展彦∥著 カンゼン

三体問題 浅田　秀樹∥著 講談社

生物大図鑑 田沼　靖一∥監修 ニュートンプレス

細胞大図鑑 牛木　辰男∥監修 ニュートンプレス

寿命遺伝子 森　望∥著 講談社

草花もの知り事典 平凡社∥編 平凡社

魚貝もの知り事典 平凡社∥編 平凡社

日本のハゼ 瀬能　宏∥監修 平凡社

医学 精神科医が教える病気を治す感情コントロール術 樺沢　紫苑∥著 あさ出版

ヤンデル先生のようこそ！病理医の日常へ 市原　真∥著 清流出版

キャラでわかる！はじめての免疫図鑑 岡田　晴恵∥著 日本図書センター

たった５秒で痛みを治す！ほぐすだけボールペン 石部　伸之∥著 廣済堂出版

新型コロナウイルスナースたちの現場レポート 日本看護協会出版会 日本看護協会出版会

そもそも血糖値ってなんですか？ 福田　千晶∥著 主婦の友社

科学的に正しい認知症予防講義 浦上　克哉∥著 翔泳社

人類と感染症、共存の世紀 ｳｵﾙﾄﾅｰ＝ﾃｰﾌﾞｽﾞ∥著 築地書館
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

医学 今だから知りたいワクチンの科学 中西　貴之∥著 技術評論社

ほむほむ先生の小児アレルギー教室 堀向　健太∥著 丸善出版

Ｑ＆Ａでわかる痔のすべて 平田　雅彦∥著 主婦の友社

ＡＰＤ〈聴覚情報処理障害〉がわかる本 小渕　千絵∥監修 講談社

養老先生、病院へ行く 養老　孟司∥著 エクスナレッジ

最大効果のウォーキング 中野　ジェームズ修一 ＣＣＣメディアハウス

自律神経の名医が教えるココロとカラダの疲れとり 小林　弘幸∥著 ＳＢクリエイティブ

最高の体調を引き出す超肺活 小林　弘幸∥著 アスコム

専門医が教える新型コロナ・感染症の本当の話 忽那　賢志∥著 幻冬舎

繊細な人の心が折れない働き方 井上　智介∥著 ナツメ社

キャラでわかる！はじめての漢方薬図鑑 新見　正則∥監修 日本図書センター

技術・工学 トコトンやさしい土木技術の本 溝渕　利明∥著 日刊工業新聞社

東大×ＳＤＧｓ 東京大学未来社会協 山川出版社

木に学べ 西岡　常一∥著 小学館

木のいのち木のこころ 西岡　常一∥著 新潮社

響きをみがく 石合　力∥著 朝日新聞出版

おとな世代の暮らし替え 岸本　葉子∥著 海竜社

原発事故は終わっていない 小出　裕章∥著 毎日新聞出版

フクシマ戦記　　上・下 船橋　洋一∥著 文藝春秋

家庭 イドコロをつくる 伊藤　洋志∥著 東京書籍

５０歳からの私らしい暮らし方 柿崎　こうこ∥著 エクスナレッジ

ひとり暮らし月１５万円以下で毎日楽しく暮らす すばる舎編集部∥著 すばる舎

５５歳、大人のまんなか 広瀬　裕子∥著 ＰＨＰエディターズ

７４歳、ないのはお金だけ。あとは全部そろってる ミツコ∥著 すばる舎

あなたのウチの埋蔵金 荻原　博子∥著 朝日新聞出版

本当の自由を手に入れるお金の大学 両＠リベ大学長∥著 朝日新聞出版

ＡＴＥＬＩＥＲ　ｔｏ　ｎａｎｉ　ＩＲＯ季節をまとう一年の服 伊藤　尚美∥著 文化学園文化出版局

ｃｉｔｔａが提案する個性を楽しむ大人服 戸部　祐理∥著 文化学園文化出版局

鉄道クロスステッチＢＯＯＫ スハネフ∥著 ＪＴＢパブリッシング

ルナヘヴンリィの大人のかぎ針編みアクセサリー 中里　華奈∥著 翔泳社

いつか出会った郷土の味 夢枕　獏∥著 三栄

家族の味 平野　レミ∥著 ポプラ社

しつこくわるい食べもの 千早　茜∥著 ホーム社

ウー・ウェンの１００ｇで作る北京小麦粉料理 ウー・ウェン∥著 高橋書店

チオベンの作りおき弁当 山本　千織∥著 ＰＨＰエディターズ

こねないおうちパン 浜内　千波∥著 辰巳出版

「自家製酵母」で作るワンランク上の食パン、バゲット 太田　幸子∥著 主婦と生活社

日本の住まいで楽しむ北欧インテリアのベーシック 森　百合子∥著 パイインターナショナル

産業 好循環のまちづくり！ 枝廣　淳子∥著 岩波書店

小さい農業で暮らすコツ 新藤　洋一∥著 農山漁村文化協会

アボカドの歴史 ジェフ・ミラー∥著 原書房

無農薬菜園はじめよう 麻生　健洲∥著 家の光協会

幸せを運ぶ花言葉１２か月 Ｆｌｏｗｅｒ　Ｍｅ∥編 日本文芸社

多肉植物エケベリア 松岡　修一∥著 ＮＨＫ出版

ダチョウはアホだが役に立つ 塚本　康浩∥著 幻冬舎

樹木もの知り事典 平凡社∥編 平凡社

絶対に知らないとヤバイ！不動産取引の進め方 赤津　寛紀∥著 彩図社

中央線〈東京～高尾〉ぶらり途中下車 坂上　正一∥著 フォト・パブリッシング
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

産業 秘境駅の謎 「旅と鉄道」編集部 天夢人

芸術 オブジェの店 寺村　摩耶子∥著 青土社

芸術の補助線 酒井　忠康∥著 みすず書房

絵画・書道 理由がわかればもっと面白い！西洋絵画の教科書 田中　久美子∥監修 ナツメ社

水墨画花の新技法 久山　一枝∥著 日貿出版社

２２作例で学ぶカラーボールペン画入門 オガワ　ヒロシ∥著 日貿出版社

一度きりの大泉の話 萩尾　望都∥著 河出書房新社

工芸 工芸の国、ニッポン。 平凡社

ＣＡＬＩＣＯのインド手仕事布案内 小林　史恵∥文 小学館

新世代究極のおりがみ 山口　真∥著 西東社

音楽・舞踊 大人のための「怖いクラシック」　　オペラ篇 中野　京子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

東京うた物語 塩澤　実信∥著 展望社

演劇・映画 企画展示をつくる スタジオジブリ∥編 岩波書店

美術館をつくる スタジオジブリ∥編 岩波書店

噺家の女房が語る落語案内帖 櫻庭　由紀子∥著 笠間書院

和牛の一歩ずつ、一歩ずつ。 和牛∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

スポーツ ロジカル筋トレ 清水　忍∥著 幻冬舎

エディー・ジョーンズわが人生とラグビー ｴﾃﾞｨｰ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ∥著 ダイヤモンド社

追憶の木内マジック ベースボールマガジン ベースボールマガジン

マスターズ 本條　強∥著 筑摩書房

諸芸・娯楽 茶会記を読み解く 神津　朝夫∥著 淡交社

１手ずつ解説藤井聡太の神局 佐藤　慎一∥著 日本将棋連盟

言語 難読漢字の奥義書 円満字　二郎∥著 草思社

どうしてこう読む難読語の由来 中村　幸弘∥著 右文書院

モダン語の世界へ 山室　信一∥著 岩波書店

基本文型が身につく！中国語音読 金子　真生∥著 ナツメ社

「超」英語独学法 野口　悠紀雄∥著 ＮＨＫ出版

わたしの英文フレーズ総集編 関谷　明子∥著　訳 ブティック社

文学 書きたい人のためのミステリ入門 新井　久幸∥著 新潮社

日本古典と感染症 ﾛﾊﾞｰﾄ・ｷｬﾝﾍﾞﾙ∥編著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

少しぐらいの嘘は大目に 向田　邦子∥著 新潮社

小林秀雄の政治学 中野　剛志∥著 文藝春秋

小林秀雄の眼 江藤　淳∥著 中央公論新社

大伴旅人 鉄野　昌弘∥著 吉川弘文館

超シルバー川柳　　人生の花束編 みやぎシルバーネット 河出書房新社

いつかどこかで 谷川　俊太郎∥著 集英社

保元物語・平治物語 日下　力∥編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

古事談 源　顕兼∥編修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

宇治拾遺物語 伊東　玉美∥編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

雨月物語 上田　秋成∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

日本小説 コーチ！ 青木　祐子∥著 講談社

泳ぐ者 青山　文平∥著 新潮社

六人の噓つきな大学生 浅倉　秋成∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

花下に舞う あさの　あつこ∥著 光文社

茨の墓標 麻見　和史∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

小布施・地獄谷殺人事件 梓　林太郎∥著 光文社

救急患者Ｘ 麻生　幾∥著 幻冬舎

烏百花　　白百合の章 阿部　智里∥著 文藝春秋
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

日本小説 スモールワールズ 一穂　ミチ∥著 講談社

覇王の神殿 伊東　潤∥著 潮出版社

百合中毒 井上　荒野∥著 集英社

雨と短銃 伊吹　亜門∥著 東京創元社

小さな神たちの祭り 内館　牧子∥著 潮出版社

南紀殺人事件 内田　康夫∥著 光文社

めぐりんと私。 大崎　梢∥著 東京創元社

小島 小山田　浩子∥著 新潮社

暗黒自治区 亀野　仁∥著 宝島社

ヴィンテージガール 川瀬　七緒∥著 講談社

リリアン 岸　政彦∥著 新潮社

迷子の龍は夜明けを待ちわびる 岸本　惟∥著 新潮社

無刑人 熊谷　達也∥著 潮出版社

ウィーン近郊 黒川　創∥著 新潮社

死の島 小池　真理子∥著 文藝春秋

夏の滴 小室　初江∥著 幻冬舎メディア

大義 今野　敏∥著 徳間書店

曲亭の家 西條　奈加∥著 角川春樹事務所

初詣で 佐伯　泰英∥著 文藝春秋

小説品川心中 坂井　希久子∥著 二見書房

俺と師匠とブルーボーイとストリッパー 桜木　紫乃∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

小説火の鳥　　大地編上・下 手塚　治虫∥原案 朝日新聞出版

帝国の弔砲 佐々木　譲∥著 文藝春秋

義士切腹 佐々木　裕一∥著 小学館

階層樹海 椎名　誠∥著 文藝春秋

スイッチ 潮谷　験∥著 講談社

チェーザレ・ボルジア  あるいは優雅なる冷酷 塩野  七生  著 新潮社

草原のコック・オー・ヴァン 柴田　よしき∥著 文藝春秋

ヴィクトリアン・ホテル 下村　敦史∥著 実業之日本社

あしたの官僚 周木　律∥著 新潮社

グッバイ・イエロー・ブリック・ロード 小路　幸也∥著 集英社

電車のおじさん 辛酸　なめ子∥著 小学館

１６８時間の奇跡 新堂　冬樹∥著 中央公論新社

われらの世紀 真藤　順丈∥著 光文社

君と、君がいる彼方 末浦　広海∥著 中央公論新社

お陀仏坂 鈴木　英治∥著 光文社

櫓太鼓がきこえる 鈴村　ふみ∥著 集英社

その扉をたたく音 瀬尾　まいこ∥著 集英社

青い砂漠のエチカ 高島　雄哉∥著 星海社

破天荒 高杉　良∥著 新潮社

ＱＥＤ源氏の神霊 高田　崇史∥著 講談社

飛び立つ君の背を見上げる 武田　綾乃∥著 宝島社

或るギリシア棺の謎 柄刀　一∥著 光文社

つまらない住宅地のすべての家 津村　記久子∥著 双葉社

鳴かずのカッコウ 手嶋　龍一∥著 小学館

逢う時は死人 天藤　真∥著 光文社

刑事の枷 堂場　瞬一∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

亜シンメトリー 十市　社∥著 新潮社
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

日本小説 流浪の月 凪良　ゆう∥著 東京創元社

臨床の砦 夏川　草介∥著 小学館

風巻 鳴神　響一∥著 早川書房

掟上今日子の鑑札票 西尾　維新∥著 講談社

十津川警部四国土讃線を旅する女と男 西村　京太郎∥著 小学館

十津川警部、廃線に立つ 西村　京太郎∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

卒業したら教室で 似鳥　鶏∥著 東京創元社

悪の芽 貫井　徳郎∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

いっちみち 乃南　アサ∥著 新潮社

いわいごと 畠中　恵∥著 文藝春秋

対になる人 花村　萬月∥著 集英社

君の心を読ませて 浜口　倫太郎∥著 実業之日本社

小説８０５０ 林　真理子∥著 新潮社

キネマの神様ディレクターズ・カット 原田　マハ∥著 文藝春秋

クロウ・ブレイン 東　一眞∥著 宝島社

魔力の胎動 東野　圭吾∥著 KADOKAWA

どの口が愛を語るんだ 東山　彰良∥著 講談社

罠に落ちろ 藤田　宜永∥著 徳間書店

再会の街 藤田　宜永∥著 角川春樹事務所

オムニバス 誉田　哲也∥著 光文社

夜空に泳ぐチョコレートグラミー 町田　そのこ∥著 新潮社

疼くひと 松井　久子∥著 中央公論新社

男の子になりたかった女の子になりたかった女の子 松田　青子∥著 中央公論新社

パリ警察１７６８ 真梨　幸子∥著 徳間書店

エレジーは流れない 三浦　しをん∥著 双葉社

ドキュメント 湊　かなえ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

魂手形 宮部　みゆき∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

野の春 宮本　輝∥著 新潮社

地球星人 村田　沙耶香∥著 新潮社

ブラッド・スクーパ 森　博嗣∥著 講談社

青い孤島 森沢　明夫∥著 双葉社

卑弥呼とよばれた少女 森山　光太郎∥著 朝日新聞出版

山の人魚と虚ろの王 山尾　悠子∥著 国書刊行会

湯どうふ牡丹雪 山本　一力∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

冬の道 吉村　昭∥著 中央公論新社

あなたも名探偵 市川　憂人∥著 東京創元社

いのちを守る 宇江佐　真理∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

日本文学 折口信夫 折口　信夫∥著 平凡社

東京日記３＋４ 川上　弘美∥著 集英社

Ｇｏ　Ｔｏ　マリコ 林　真理子∥著 文藝春秋

噓かまことか 平岩　弓枝∥著 文藝春秋

「自分らしさ」はいらない 松浦　弥太郎∥著 集英社

わたしが行ったさびしい町 松浦　寿輝∥著 新潮社

わたしのおひとりさま人生 松原　惇子∥著 海竜社

ワンさぶ子の怠惰な冒険 宮下　奈都∥著 光文社

上を向いて生きる 宮本　亞門∥著 幻冬舎

これで暮らす 群　ようこ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

むしろ、考える家事 山崎　ナオコーラ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

日本文学 書く、読む、生きる 古井　由吉∥著 草思社

車窓の風に吹かれて 「旅と鉄道」編集部 天夢人

さよなら、ながいくん。 川上　弘美∥著 平凡社

真夏の刺身弁当 沢野　ひとし∥著 産業編集センター

往復書簡老親友のナイショ文 瀬戸内　寂聴∥著 朝日新聞出版

ゼロエフ 古川　日出男∥著 講談社

外国文学 ミカンの味 チョ・ナムジュ∥著 朝日新聞出版

１９８４ ｼﾞｮｰｼﾞ・ｵｰｳｪﾙ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

テスラの超兵器を粉砕せよ　　上・下 ｸﾗｲﾌﾞ・ｶｯｽﾗｰ∥著 扶桑社

最後のひと葉 オー・ヘンリー∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

グッバイ、コロンバス フィリップ・ロス∥著 朝日出版社

パサージュ論　　３ ｳﾞｧﾙﾀｰ・ﾍﾞﾝﾔﾐﾝ∥著 岩波書店

王の没落 イェンセン∥作 岩波書店

ペスト カミュ∥作 岩波書店

シブヤで目覚めて アンナ・ツィマ∥著 河出書房新社

参考図書 世界年鑑　　２０２１ 共同通信社∥編著 共同通信社

朝日新聞縮刷版　　２０２１年２月号（NO.1196）　　

六法全書　　令和３年版１・２ 佐伯　仁志∥編集代表有斐閣

世界の統計　　２０２０ 総務省統計局∥編集 日本統計協会

地域資料 緑の風（ＭＩＤＯＲＩ  ＮＯ  ＫＡＺＥ）　２０２１年４月号  ＮＰＯ法人多摩住民 ＮＰＯ法人多摩住民

福生市立図書館基本計画（改定） 福生市教育委員会 福生市教育委員会

第四次福生市子ども読書活動推進計画　令和３年 福生市立図書館∥編 福生市立図書館∥編

ミュージアム多摩　Ｎｏ．４２　特集  コロナ禍の博物館 東京都三多摩公立博 東京都三多摩公立博

名誉都民小伝　令和２年度 東京都生活文化局 東京都生活文化局

福生市空家等対策計画　令和３年３月 福生市都市建設部 福生市都市建設部

福生市高齢者福祉計画・介護保険事業計画　第８期 福生市福祉保健部 福生市福祉保健部

ＭＡＭＯＲ（マモル）　２０２１年５月号（ｖｏｌ．１７１） ＧＲＩＮＧＯ＆Ｃｏ． ＧＲＩＮＧＯ＆Ｃｏ．

ふっさ市子育てハンドブック　令和３年版  令和３年 福生市子ども家庭部 福生市子ども家庭部

東京都現代美術館年報・研究紀要　２０２０年度  東京都現代美術館 東京都現代美術館

　　　　　　　　　福生市立中央図書館　新着図書のお知らせ　2021年6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＊
学生の反乱に端を発しストライキへと拡大した、五月革命前後のアルザス地方の花嫁修業の学校を舞台に

したコメディや、信仰と告発の狭間で葛藤しながら、沈黙を破った代償ともたたかい、神父による児童虐待事
件を勇気をもって告発した人々の姿を描いたフランス映画。現代美術界の巨匠をモデルに、激動の時代に
苦悩しながらも真実を追い求め、数奇な運命を生きた若き画家の半生を叙情的に描いたドイツ映画。半世紀
以上も前にロシアに機密情報を流した容疑で逮捕された、イギリス史上最も意外なスパイとして世界中に衝
撃を与えた女性の一途な愛と平和を願った物語のイギリス映画。国民の９割がカトリック教徒という国で、元
犯罪者が司祭になりすました事件を題材にしたポーランド映画やホロコースト後の世界や社会を扱った作品
が多くない中、強制収容所から生還した少女と医師の心の交流を描き世界的称賛を浴びたハンガリー映画。
「仮面舞踏会」や「剣の舞」など多くの名曲をのこしたクラシックの巨匠、アラム・ハチャトゥリアンが一夜で書き
上げた、野性的で熱狂的な旋律のバレエ音楽「剣の舞」の誕生秘話に基づく、若き日の彼の姿を叙情豊か
に描いたロシア映画。諜報機関である中央情報部による大統領暗殺事件を扱った韓国映画。どれも史実や
実話に基づいた映画です。昔は、銀座や有楽町、渋谷、岩波ホールなどでしか上映しなかった社会派の映
画を、立川にある百貨店の８階に２年前にオープンした小劇場と隣の映画館で観ることができとても嬉しかっ
たです。映画館は知らない人々とその一瞬の時を共有する別世界の特別な空間です。


