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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　１２月

図書館カレンダー　１月

福生市立中央図書館（一般/ビジネス/参考/地域）２０２１年１２月号

新着図書のお知らせ

師走となりました

今年もいよいよ押し迫ってまいりました。何かと忙しく、また寒さも増しているこのご
ろです。

今年のNHK大河ドラマでは幕末から明治に活躍した渋沢栄一を主人公とした「青

天を衝け」が放送されていますが、年末となりこちらもいよいよ終盤となってきました。
図書館では期間を設けて館内の各コーナーでテーマを決めて本の展示をしてお

ります。いま、中央図書館の入口近くの一般展示では明治時代をテーマとした展示

をしております。各館のコーナーも是非ごらんいただき本選びの参考にしていただ
ければと思います。

「新着図書のお知らせ」も今年最後となりますが、来年もよろしくお願いいたします。

（図書館長記）
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

ソフトウェアＩｏＴ 高安　篤史∥著 創元社

書誌学 渡された言葉 井上　一夫∥著 本の泉社

現代日本のブックデザイン史１９９６－２０２０ 長田　年伸∥編 誠文堂新光社

一般論文 立花隆の最終講義 立花　隆∥著 文藝春秋

絶滅危惧動作図鑑 藪本　晶子∥著 祥伝社

哲学 しあわせの哲学 西　研∥著 ＮＨＫ出版

パラドックス大図鑑 高橋　昌一郎∥監修 ニュートンプレス

ギリシア哲学史 納富　信留∥著 筑摩書房

心理学 中年危機 河合　隼雄∥著 朝日新聞出版

世界の幽霊出現録 ブライアン・インズ∥著 日経ナショナルジオ

倫理学 わからないまま考える 山内　志朗∥著 文藝春秋

神道 明治神宮　内と外から見た百年 今泉　宜子∥著 平凡社

仏教 最澄と徳一 師　茂樹∥著 岩波書店

お経で読む仏教 釈　徹宗∥著 ＮＨＫ出版

美しいお経 瀬戸内　寂聴∥著 中央公論新社

私の親鸞 五木　寛之∥著 新潮社

キリスト教 キリスト教の核心をよむ 山本　芳久∥著 ＮＨＫ出版

キリスト信徒のなぐさめ 内村　鑑三∥著 岩波書店

歴史 酔っぱらいが変えた世界史 ﾌﾞﾉﾜ・ﾌﾗﾝｸﾊﾞﾙﾑ∥著 原書房

Ｈｕｍａｎｋｉｎｄ希望の歴史　　上・下 ﾙﾄｶﾞｰ・ﾌﾞﾚｸﾞﾏﾝ∥著 文藝春秋

人事の日本史 遠山　美都男∥著 朝日新聞出版

絵巻で歩む宮廷世界の歴史 五味　文彦∥著 山川出版社

江戸遊民の擾乱 平野　克弥∥著 岩波書店

龍馬の黒幕 加治　将一∥著 祥伝社

明治維新の研究 津田　左右吉∥著 毎日ワンズ

重臣たちの昭和史　　上・下 勝田　龍夫∥著 文藝春秋

アンコール王朝興亡史 石澤　良昭∥著 ＮＨＫ出版

ビルマ危機の本質 タン・ミン・ウー∥著 河出書房新社

アフガニスタン史 前田　耕作∥著 河出書房新社

ミケランジェロとメディチ家の真実 副島　隆彦∥著 秀和システム

図説チェコとスロヴァキアの歴史 薩摩　秀登∥著 河出書房新社

先住民のメキシコ 阿部　修二∥著 明石書店

伝記 人間愚痴大全 福田　智弘∥著 小学館集英社プロ

後列のひと 清武　英利∥著 文藝春秋

イギリス王室１０００年の歴史 指　昭博∥監修 カンゼン

北里柴三郎 上山　明博∥著 青土社

わたしは「セロ弾きのゴーシュ」 中村　哲∥著 ＮＨＫ出版

光吉夏弥戦後絵本の源流 澤田　精一∥著 岩波書店

地理・紀行 いちばん探しの世界旅 吉田　友和∥著 産業編集センター

史書を旅する 読売新聞文化部∥編 中央公論新社

新潟のトリセツ 昭文社

シンガポールを知るための６５章 田村　慶子∥編著 明石書店

海をゆくイタリア 内田　洋子∥著 小学館

狩りの思考法 角幡　唯介∥著 アサヒグループホール

社会科学 出る杭の世直し白書 鳩山　友紀夫∥著 ビジネス社

この国のかたちを見つめ直す 加藤　陽子∥著 毎日新聞出版

この社会の歪みと希望 雨宮　処凛∥著 第三文明社

いのちの政治学 中島　岳志∥著 集英社クリエイティブ
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

社会科学 叛乱を解放する 長崎　浩∥著 月曜社

政治 グローバル警察国家 ｳｨﾘｱﾑ・Ｉ・ﾛﾋﾞﾝｿﾝ∥著 花伝社

コロナ時代の選挙漫遊記 畠山　理仁∥著 集英社

重要証人 ｻｲﾗｸﾞﾙ・ｻｳﾄﾊﾞｲ∥著 草思社

日本が感謝された日英同盟 井上　和彦∥著 産経新聞出版

米中対立 佐橋　亮∥著 中央公論新社

法律 憲法学者の思考法 木村　草太∥著 青土社

経済 自由と成長の経済学 柿埜　真吾∥著 ＰＨＰ研究所

教養としてのグローバル経済 齊藤　誠∥著 有斐閣

コロナ禍の途上国と世界の変容 佐藤　仁志∥編著 日経ＢＰ日本経済新聞

世界を変える５つのテクノロジー 山本　康正∥著 祥伝社

経営戦略と経済安保リスク 國分　俊史∥著 日経ＢＰ日本経済新聞

「型破り」な銀行の新ビジネス戦略 浪川　攻∥著 ビジネス社

社会 なぜあなたは自分の「偏見」に気づけないのか ハワード・Ｊ・ロス∥著 原書房

東京２３区×格差と階級 橋本　健二∥著 中央公論新社

給与明細から読み解くお金のしくみ 高橋　創∥監修 日東書院本社

男の子みたいな女の子じゃいけないの？ ﾘｻ・ｾﾘﾝ・ﾃﾞｲｳﾞｨｽ∥著 原書房

シニア投資入門 西崎　努∥著 アスコム

家族不適応殺 インベ　カヲリ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

教育 学校ってなんだ！ 工藤　勇一∥著 講談社

子どもの英語教育はあせらなくて大丈夫！ ﾋﾟｰﾀｰ・ﾌﾗﾝｸﾙ∥著 草思社

風俗習慣 鷹将軍と鶴の味噌汁 菅　豊∥著 講談社

プディングの歴史 ジェリ・クィンジオ∥著 原書房

山に生きる 三宅　岳∥著 山と溪谷社

医療民俗学序説 畑中　章宏∥著 春秋社

日本迷信集 今野　圓輔∥著 河出書房新社

国防・軍事 現実主義者のための安全保障のリアル 兼原　信克∥著 ビジネス社

自然科学 数学とはどんな学問か？ 津田　一郎∥著 講談社

物理・化学大百科事典 沢　信行∥著 翔泳社

宇宙を統べる方程式 吉田　伸夫∥著 講談社

図解・天気予報入門 古川　武彦∥著 講談社

遺伝子命名物語 坪子　理美∥著 中央公論新社

江戸東京草花図鑑 岩槻　秀明∥著 エクスナレッジ

歌うキノコ 盛口　満∥著 八坂書房

たくましくて美しいウニと共生生物図鑑 山守　瑠奈∥著 創元社

ヒョウモントカゲモドキと暮らす本 寺尾　佳之∥監修 エムピージェー

医学 人体　　取扱説明書編 ニュートンプレス

ジェンダーと脳 ダフナ・ジョエル∥著 紀伊國屋書店

認知症世界の歩き方 筧　裕介∥著 ライツ社

川崎病がよくわかる本 土屋　恵司∥監修 講談社

はじめての不妊治療 森本　義晴∥監修 主婦の友社

健康情報は８割疑え！ 中山　健夫∥著 法研

涙活力 吉田　英史∥著 玄文社

飲むだけじゃない！抹茶でヘルスケア 岡本　由希∥著 淡交社

食べる時間でこんなに変わる時間栄養学入門 柴田　重信∥著 講談社

技術・工学 丹下健三都市論集 丹下　健三∥著 岩波書店

ＳＤＧｓの不都合な真実 杉山　大志∥編著 宝島社

図解でわかるカーボンニュートラル ｴﾈﾙｷﾞｰ総合工学研究 技術評論社
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

技術・工学 名城を訪ねる旅　　西日本編 「名城を訪ねる旅」製作 東京ニュース通信社

すごい平屋 エクスナレッジ

鯖江の眼鏡 谷口　康彦∥企画 三省堂書店／創英社

トヨタウォーズ 中日新聞社経済部 中日新聞社

Ｑ＆Ａドローンの法律知識 伊澤　文平∥著 新日本法規出版

冷蔵と人間の歴史 トム・ジャクソン∥著 築地書館

ＥＶ推進の罠 加藤　康子∥述 ワニブックス

バーチャル・リアリティ百科 ｲﾝﾃﾞｨﾗ・ﾄゥｳﾞｪﾆﾝ∥著 原書房

木工旋盤の教科書 和田　賢治∥著 キャンプ

素晴らしきお菓子缶の世界 中田　ぷう∥著 光文社

家庭 ６０歳貯蓄ゼロでも間に合う老後資金のつくり方 長尾　義弘∥著 徳間書店

自分でできるリフォーム＆修繕大百科 ワン・パブリッシング

おうちでできちゃう！カスタマイズお直し 髙畠　海∥著 新星出版社

こども服をお繕い レヴィ　奈美∥著 内外出版社

武相荘、おしゃれ語り 牧山　桂子∥著 小学館

男女兼用のデザインニット 朝日新聞出版∥編著 朝日新聞出版

ベルンド・ケストラーのいちばんわかりやすい ﾍﾞﾙﾝﾄﾞ・ｹｽﾄﾗｰ∥著 日本文芸社

手編みの指なし手袋＆リストウォーマー 河出書房新社

ＦＯＯＤ　ＡＮＡＴＯＭＹ食の解剖図鑑 ジュリア・ロスマン∥文　大和書房

発酵料理のきほん 清水　紫織∥著 朝日新聞出版

ふたりの食卓 根岸　規雄∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

藤井ちゃんこ 藤井　恵∥著 学研プラス

これがほんとの作りおきのきほん 重信　初江∥著 成美堂出版

このレシピ　リピ確定です ジョーさん。∥著 サンマーク出版

ホットサンドの定食アイディアレシピ 西荻ヒュッテ∥著 コスミック出版

お味噌知る。 土井　善晴∥著 世界文化ブックス

野菜がおいしいひと鍋パスタ 堤　人美∥著 新星出版社

オードブル教本 坂田　阿希子∥著 東京書籍

藤井恵の毎日大豆 藤井　恵∥著 主婦の友社

一生使える！ダッチオーブンレシピ 下条　美緒∥著 成美堂出版

かんたん、おいしい米粉のクッキー 高橋　ヒロ∥著 池田書店

はじめてのおうちカフェ入門 岩崎　泰三∥著 マイナビ出版

産業 今さら聞けない有機肥料の話きほんのき 農文協∥編 農山漁村文化協会

多肉植物アガベ 靏岡　秀明∥著 ＮＨＫ出版

はじめての庭づくり百科 ワン・パブリッシング

動物たちの家 奥山　淳志∥著 みすず書房

ヨーグルトの歴史 ｼﾞｭｰﾝ・ﾊｰｼｭ∥著 原書房

週末猟師 原田　祐介∥著 徳間書店

築地と豊洲 澤　章∥著 都政新報社

最新新幹線事情大研究 川島　令三∥著 草思社

芸術 イラストで読むルネサンスの巨匠たち 杉全　美帆子∥著 河出書房新社

目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内　有緒∥著 集英社インターナショ

絵画・書道 世界一わかりやすい美術鑑賞ドリル いとはる∥著 サンマーク出版

日本の原風景 安野　光雅∥著 山川出版社

カラー筆ペンで楽しむはじめての絵手紙 朝日新聞出版∥編著 朝日新聞出版

利き目を使って描け ベティ・エドワーズ∥著 河出書房新社

谷内六郎いつか見た夢 谷内　六郎∥著 新潮社

マンガキャラ塗り方基本＆プロ技テクニック 横濱　英郷∥監修 西東社
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

写真・印刷 魂を撮ろう 石井　妙子∥著 文藝春秋

キャンサーギフト 杣田　美野里∥著 北海道新聞社

工芸 押しフルーツ＆ベジタブルのアクセサリーと小物 ａｓｔｉｎ　ｍｕｈｌｅｒ∥著 ナツメ社

失われた色を求めて 吉岡　幸雄∥著 岩波書店

音楽・舞踊 音楽の危機 岡田　暁生∥著 中央公論新社

「ボヘミアン・ラプソディ」の謎を解く 菅原　裕子∥著 光文社

風街とデラシネ 田家　秀樹∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

演劇・映画 ひとりじめ 浅田　美代子∥著 文藝春秋

友よ、水になれ シャノン・リー∥著 亜紀書房

スポーツ ウチダメンタル 内田　篤人∥著 幻冬舎

大谷翔平２０２１年シーズン全本塁打徹底分析 福島　良一∥監修 宝島社

嫌われた監督 鈴木　忠平∥著 文藝春秋

ダウン・ザ・フェアウェイ ボビー・ジョーンズ∥著 ゴルフダイジェスト社

昭和プロレス禁断の闘い 福留　崇広∥著 河出書房新社

言語 大西泰斗のそれわ英語ぢゃないだらふ 大西　泰斗∥著 幻冬舎

目の前のことをどんどん説明する見たまま英語 長尾　和夫∥著 ＤＨＣ

文学 文体の舵をとれ ｱｰｼｭﾗ・K・ﾙ＝ｸﾞｳｨﾝ フィルムアート社

小川洋子のつくり方 田畑書店編集部∥編 田畑書店

星新一の思想 浅羽　通明∥著 筑摩書房

日本小説 逃げる女 青木　俊∥著 小学館

狐色のマフラー 赤川　次郎∥著 光文社

草々不一 朝井　まかて∥著 講談社

ノワール・レヴナント 浅倉　秋成∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

舞風のごとく あさの　あつこ∥著 文藝春秋

大鞠家殺人事件 芦辺　拓∥著 東京創元社

朱色の研究 有栖川　有栖∥著 角川書店

仮縫 有吉　佐和子∥著 集英社

ぼくらはアン 伊兼　源太郎∥著 東京創元社

宿命（リベンジ） 石原　慎太郎∥著 幻冬舎

塞王の楯 今村　翔吾∥著 集英社

雨月の怪 岩室　忍∥著 祥伝社

酔いどれ鳶 宇江佐　真理∥著 朝日新聞出版

流葉断の太刀 上田　秀人∥著 徳間書店

不等辺三角形 内田　康夫∥著 幻冬舎

剣樹抄　　２ 冲方　丁∥著 文藝春秋

東京タワーが見えますか。 江上　剛∥著 講談社

犬とハモニカ 江國　香織∥著 新潮社

平蔵の首 逢坂　剛∥著 文藝春秋

爆身 大沢　在昌∥著 徳間書店

ピエタ 大島　真寿美∥著 ポプラ社

鬼哭洞事件 太田　忠司∥著 東京創元社

太閤暗殺 岡田　秀文∥著 双葉社

ことり 小川　洋子∥著 朝日新聞出版

幸せになる百通りの方法 荻原　浩∥著 文藝春秋

噂の女 奥田　英朗∥著 新潮社

早雲立志伝 海道　龍一朗∥著 集英社

スリジエセンター１９９１ 海堂　尊∥著 講談社

ボーダー 垣根　涼介∥著 文藝春秋
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

日本小説 夫のカノジョ 垣谷　美雨∥著 双葉社

月と雷 角田　光代∥著 中央公論新社

迷子石 梶　よう子∥著 講談社

幕末戦慄の絆 加治　将一∥著 祥伝社

壱里島奇譚 梶尾　真治∥著 祥伝社

むき出し 兼近　大樹∥著 文藝春秋

探偵は教室にいない 川澄　浩平∥著 東京創元社

よろずのことに気をつけよ 川瀬　七緒∥著 講談社

蛍と月の真ん中で 河邉　徹∥著 ポプラ社

ブラックガード 木内　一裕∥著 講談社

剛心 木内　昇∥著 集英社

悪党の裔　　上・下 北方　謙三∥著 中央公論新社

アスクレピオスの断罪 北里　紗月∥著 講談社

あなたに安全な人 木村　紅美∥著 河出書房新社

砂に埋もれる犬 桐野　夏生∥著 朝日新聞出版

徳川埋蔵金はここにある 鯨　統一郎∥著 双葉社

晴天の迷いクジラ 窪　美澄∥著 新潮社

泥濘 黒川　博行∥著 文藝春秋

無花果の森 小池　真理子∥著 新潮社

幻の男 小杉　健治∥著 二見書房

ボーダーライト 今野　敏∥著 小学館

陰の人 佐伯　泰英∥著 光文社

毒警官 佐野　晶∥著 小学館

怖ガラセ屋サン 澤村　伊智∥著 幻冬舎

失われた岬 篠田　節子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ダブルバインド 城山　真一∥著 双葉社

倒産続きの彼女 新川　帆立∥著 宝島社

真・慶安太平記 真保　裕一∥著 講談社

地獄の釜 鈴木　英治∥著 光文社

かぐや姫、物語を書きかえろ！ 雀野　日名子∥著 河出書房新社

賭博常習者 園部　晃三∥著 講談社

海神 染井　為人∥著 光文社

あかずの扉の鍵貸します 谷　瑞恵∥著 集英社

硝子の塔の殺人 知念　実希人∥著 実業之日本社

ビタートラップ 月村　了衛∥著 実業之日本社

斬雪 辻堂　魁∥著 祥伝社

トリカゴ 辻堂　ゆめ∥著 東京創元社

闇祓 辻村　深月∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

幻の旗の下に 堂場　瞬一∥著 集英社

７．５グラムの奇跡 砥上　裕將∥著 講談社

指切りパズル 鳥飼　否宇∥著 南雲堂

万葉と沙羅 中江　有里∥著 文藝春秋

夜が明ける 西　加奈子∥著 新潮社

邯鄲の島遥かなり　　下 貫井　徳郎∥著 新潮社

梟の来る庭 野口　卓∥著 集英社

御坊日々 畠中　恵∥著 朝日新聞出版

果ての海 花房　観音∥著 新潮社

玄鳥さりて 葉室　麟∥著 新潮社
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

日本小説 笑うマトリョーシカ 早見　和真∥著 文藝春秋

異形の山 樋口　明雄∥著 徳間書店

国萌ゆる 平谷　美樹∥著 実業之日本社

ディープフェイク 福田　和代∥著 ＰＨＰ研究所

北緯４３度のコールドケース 伏尾　美紀∥著 講談社

竹笛 藤原　緋沙子∥著 祥伝社

朝と夕の犯罪 降田　天∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

黙約のメス 本城　雅人∥著 新潮社

フェイクフィクション 誉田　哲也∥著 集英社

畏れ入谷の彼女の柘榴 舞城　王太郎∥著 講談社

星を掬う 町田　そのこ∥著 中央公論新社

矢印 松尾　スズキ∥著 文藝春秋

ミッキーマウスの憂鬱ふたたび 松岡　圭祐∥著 新潮社

レインメーカー 真山　仁∥著 幻冬舎

あなたが選ぶ結末は 水生　大海∥著 双葉社

白魔の塔 三津田　信三∥著 文藝春秋

ヴァイタル・サイン 南　杏子∥著 小学館

神様たち 森　美樹∥著 光文社

戦神の裔 矢野　隆∥著 中央公論新社

ＳＩＰ超知能警察 山之口　洋∥著 双葉社

救国ゲーム 結城　真一郎∥著 新潮社

らんたん 柚木　麻子∥著 小学館

ミカエルの鼓動 柚月　裕子∥著 文藝春秋

オリンピックにふれる 吉田　修一∥著 講談社

月夜の羊 吉永　南央∥著 文藝春秋

教科書名短篇科学随筆集 中央公論新社∥編 中央公論新社

日本文学 すごいトシヨリ散歩 池内　紀∥編 毎日新聞出版

たまりませんな 伊集院　静∥著 角川書店

黄金の１９８０年代コラム 泉　麻人∥著 三賢社

ボタニカル・ライフ いとう　せいこう∥著 新潮社

歴史というもの 井上　靖∥著 中央公論新社

教育してます？ 内田　春菊∥著 角川学芸出版

たたかわない生き方 大下　容子∥著 ＣＣＣメディアハウス

とにかく散歩いたしましょう 小川　洋子∥著 文藝春秋

まひるの散歩 角田　光代∥著 新潮社

こころの処方箋 河合　隼雄∥著 新潮社

傘のさし方がわからない 岸田　奈美∥著 小学館

月夜の森の梟 小池　真理子∥著 朝日新聞出版

今夜もそっとおやすみなさい 小手鞠　るい∥著 出版芸術社

土になる 坂口　恭平∥画　文 文藝春秋

ミルクとコロナ 白岩　玄∥著 河出書房新社

杉浦日向子ベスト・エッセイ 杉浦　日向子∥著 筑摩書房

ここに物語が 梨木　香歩∥著 新潮社

父のビスコ 平松　洋子∥著 小学館

おんなのじかん 吉川　トリコ∥著 新潮社

母に歌う子守唄 落合　恵子∥著 朝日新聞出版

〈弱さ〉を〈強み〉に 天畠　大輔∥著 岩波書店

まっくら 森崎　和江∥著 岩波書店
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

日本文学 耽美と憧憬の泉鏡花　　小説篇 泉　鏡花∥著 双葉社

外国文学 雨の島 呉　明益∥著 河出書房新社

生きるということ 金　承鈺∥著 三一書房

千個の青 チョン・ソンラン∥著 早川書房

野生のアイリス ﾙｲｰｽﾞ・ｸﾞﾘｭｯｸ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

失踪船の亡霊を討て　　上・下 ｸﾗｲﾌﾞ・ｶｯｽﾗｰ∥著 扶桑社

奔流 ｷｬｻﾘﾝ・ｺｰﾙﾀｰ∥著 二見書房

冬 アリ・スミス∥著 新潮社

ダンバー ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ・ｾﾝﾄ・ｵｰﾋﾞﾝ 集英社

ヴィネガー・ガール アン・タイラー∥著 集英社

クロス・ボーダー　　上・下 サラ・パレツキー∥著 早川書房

ヨルガオ殺人事件　　上・下 ｱﾝｿﾆｰ・ﾎﾛｳﾞｨｯﾂ∥著 東京創元社

ウサギ狩り人　　上・下 ﾗｰｼｭ・ｹﾌﾟﾚﾙ∥著 扶桑社

清少納言を求めて、フィンランドから京都へ ミア・カンキマキ∥著 草思社

参考図書 朝日新聞縮刷版　　２０２１年８月号（ＮＯ.1202）

占領軍による人身被害調査資料集　　１～３ 全国調達庁職員労働 六花出版

公害紛争処理白書　　令和３年版 公害等調整委員会 蔦友印刷

交通安全白書　　令和３年版 内閣府∥編集 勝美印刷（印刷）

注釈公用文用字用語辞典 川﨑　政司∥編 新日本法規出版

地域資料 緑の風（ＭＩＤＯＲＩ  ＮＯ  ＫＡＺＥ）　２０２１年１０月号  ＮＰＯ法人多摩住民 ＮＰＯ法人多摩住民

八王子怪談 川奈　まり子∥著 竹書房

ＢＡＬＬ．ＶＯＬ．３（２０２１ＳＰＲＩＮＧ－ＳＵＭＭＥＲ） けやき出版

福生市公民館  サークル案内　　２０２１ 福生市公民館 福生市公民館

かわせみ　 ２０２１年春号６６・夏号６７ 八王子・日野カワセミ 八王子・日野カワセミ

都営交通のあらまし　　２０２１ 東京都交通局総務部 東京都交通局総務部

マンガでわかる滝山城 攻城団合同会社 攻城団合同会社

東京すごろく 加瀬　清志∥ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ ほおずき書籍

青梅短歌　　第１００号 青梅短歌会 青梅短歌会

僕の愛したジークフリーデ　　第２部 松山　剛∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

　　　　　　　　　福生市立中央図書館　新着図書のお知らせ　2021年12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＊
フランス東部、ドイツとの国境に位置するアルザス地方のストラスブールは、木組みの家々が並ぶ、趣のあ

る中世都市の古風な魅力を持つ街です。グーテンベルグ、ゲーテ、モーツァルト、パストゥールなどが人生の
一時期をこの地で過ごしました。アルザス語で「街道の街」を意味し、交通の要衝として栄え、戦争の度に国
が変わったため、今では人権裁判所など欧州の主要な国際機関が置かれています。この街出身の同時代
に生きた、二人の素晴らしい芸術家をご紹介します。国際アンデルセン賞を受賞したトミ・ウンゲラー（1931-
2019）は、社会や人間に対する皮肉や風刺の精神、ユーモアにあふれた児童文学作家でイラストレーターで
す。『すてきな三にんぐみ』『エミールくんがんばる』『月おとこ』『ぼうし』『魔術師の弟子』などで知られ、板橋
区立美術館にて２０年前の展覧会開催のおりに、来日講演を行いました。生誕の街には、８０００点に及ぶ貴
重な作品を展示する国際イラストセンターがあります。パントマイムの第一人者で神様と呼ばれ、「沈黙の詩
人」と謳われたマルセル・マルソー（1923-2007）は、学校を創設し、パントマイムをひとつの芸術として確立さ
せ、世界中の俳優や音楽家に影響を与えました。彼の代名詞である”ビップ”は、白く塗られた顔、よれよれ
のシルクハット、ストライプのシャツを装い、人気を博し絶賛されました。今年、第二次世界大戦下、ユダヤ孤
児１２３人を救ったという、彼の実話に基づく映画が公開されました。ユダヤの出自を持つマルソーにとって、
レジスタンス（抵抗運動）は、未来への希望となる子どもたちの命を救い、笑顔にさせることだったのです。


