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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・特別整理期間・年度末整理日

図書館カレンダー　４月

図書館カレンダー　５月

福生市立中央図書館（一般/ビジネス/参考/地域）２０２１年４月号

新着図書のお知らせ
第四次福生市子ども読書活動推進計画がスタートしました

新年度が始まりました。新一年生、新社会人、皆さん満開の桜の下、希望に胸を膨らませ、
新しい生活に進み出していることと思われます。例年であれば、お花見、歓迎会などが行わ
れ、新たな環境に慣れ親しむ時期となりますが、本年は新型コロナウイルス感染症対策のた
め、大勢での会食等は中止されております。なかなか交流を深めることが難しい状況下であり
ますが、もう少し我慢をし、新型コロナウイルス感染症に打ち勝ち、日常を取り戻しましょう。

さて、家庭・地域・学校で子どもたちの読書活動を充実させるために、「第四次子ども読書活

動推進計画」が、スタートしました。

乳幼児、未就学児を対象とした新たな事業として「図書館での乳幼児タイムおはなし会」や、

家族で読書習慣を共有することで、家族のコミュニケーションを図っていただくための「家読

（うちどく）のすすめ事業」の拡充。小中学生及びヤングアダルト世代を対象とした新たな事業

として「読んだ本を記録する「読書ノート」の作成・配布」や現在、図書館事業として行っている

「一日図書館員」のステップアップ事業として、「ジュニア司書養成講座」を行い、「読書リー

ダー」となる「ジュニア司書」を養成し、読書の楽しさ、喜びを広く伝えていく取り組みなどを推

進してまいります。
これからも、本との出合いのために「資料提供」のお手伝いをさせていただきます。

（図書館長記）
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

総記 問いの立て方 宮野　公樹∥著 筑摩書房

ソフトウェアレンブラントの身震い ﾏｰｶｽ・ﾃﾞｭ・ｿｰﾄｲ∥著 新潮社

Ｎｅｗｓ　Ｄｉｅｔ ロルフ・ドベリ∥著 サンマーク出版

チャイナテック 趙　瑋琳∥著 東洋経済新報社

パソコンとインターネットの「わからない！」をぜんぶ 宝島社

小学６年生までのプログラミング授業が１冊で 岡田　哲郎∥著 ソシム

団体 学問の自由が危ない 佐藤　学∥編 晶文社

発信する博物館  持続可能な社会に向けて 小川  義和∥編著 株式会社ジダイ社

哲学 渋沢栄一と安岡正篤で読み解く論語 安岡　定子∥著 プレジデント社

論語 渡邉　義浩∥著 講談社

貞観政要 呉　兢∥編 講談社

人生談義　　下 エピクテトス∥著 岩波書店

晩年のカント 中島　義道∥著 講談社

心理学 あなたはこうしてウソをつく 阿部　修士∥著 岩波書店

ひとはなぜ「認められたい」のか 山竹　伸二∥著 筑摩書房

問題のある子ども ｱﾙﾌﾚｯﾄﾞ・ｱﾄﾞﾗｰ∥著 興陽館

倫理学 「愛」するための哲学 白取　春彦∥著 河出書房新社

人生訓 読むだけで気分が上がり望みがかなう１０のレッスン ﾘﾁｬｰﾄﾞ・ｶｰﾙｿﾝ∥著 三笠書房

世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 八木　仁平∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

超一流の強運力 安田　正∥著 ポプラ社

漢文で知る中国 加藤　徹∥著 ＮＨＫ出版

宗教 神々と人間のエジプト神話 大城　道則∥著 吉川弘文館

歴史 日本史「今日は何の日」事典 吉川弘文館編集部 吉川弘文館

軍国日本の興亡 猪木　正道∥著 中央公論新社

中国の歴史　　７ 礪波　護∥ほか編集 講談社

伝記 私の修業時代　　２ 上廣倫理財団∥編 弘文堂

ウィリアム・アダムス ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ・ｸﾚｲﾝｽ∥著 筑摩書房

地理・紀行 シェルパ斉藤の親子旅２０年物語 斉藤　政喜∥著 産業編集センター

社会科学 新しい世界 クーリエ・ジャポン∥編 講談社

戦後民主主義 山本　昭宏∥著 中央公論新社

政治 ナショナリズムを陶冶する 藤田　直央∥著 朝日新聞出版

約束の地　　上・下 バラク・オバマ∥著 集英社

分極社会アメリカ 朝日新聞取材班∥著 朝日新聞出版

レイシズムとは何か 梁　英聖∥著 筑摩書房

ブラック・ライブズ・スタディーズ 山本　伸∥編著 三月社

なぜデジタル政府は失敗し続けるのか 日経コンピュータ∥著 日経ＢＰ

刑事（デカ）メンタル 森　透匡∥著 ダイヤモンド社

国家にモラルはあるか？ ジョセフ・Ｓ・ナイ∥著 早川書房

米中新冷戦の落とし穴 岡田　充∥著 花伝社

基地問題の国際比較 川名　晋史∥編 明石書店

法律 法学テキストの読み方 大橋　洋一∥著 有斐閣

法律の学び方 青木　人志∥著 有斐閣

倒産判例百選 松下　淳一∥編 有斐閣

経済 スケールフリーネットワーク 島田　太郎∥著 日経ＢＰ

統計 データから真実を読み解くスキル 松本　健太郎∥著 日経ＢＰ

社会 悪者図鑑 トキワ　エイスケ∥著 自由国民社

人は話し方が９割 永松　茂久∥著 すばる舎

メディア論の名著３０ 佐藤　卓己∥著 筑摩書房
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

社会 現代中国の秘密結社 安田　峰俊∥著 中央公論新社

もらえる年金が本当にわかる本　　’２０～’２１年版 下山　智恵子∥著 成美堂出版

コロナ禍の東京を駆ける 稲葉　剛∥編 岩波書店

災害特派員 三浦　英之∥著 朝日新聞出版

戦争孤児たちの戦後史　　１～３ 吉川弘文館

トラウマと共に生きる 森田　ゆり∥編著 築地書館

教育 平成・令和学生たちの社会運動 小林　哲夫∥著 光文社

〈ビジュアル完全版〉やってはいけない勉強法 石井　貴士∥著 きずな出版

耳をすまして目をこらす 宮里　暁美∥著 赤ちゃんとママ社

風俗習慣 縁食論 藤原　辰史∥著 ミシマ社

自然科学 数学大図鑑 ニュートンプレス

世界史は化学でできている 左巻　健男∥著 ダイヤモンド社

恐竜大図鑑 小林　快次∥監修 ニュートンプレス

「顔」の進化 馬場　悠男∥著 講談社

私の顔はどうしてこうなのか 溝口　優司∥著 山と溪谷社

かぐわしき植物たちの秘密 田中　修∥著 山と溪谷社

庭や街で愛でる野鳥の本 大橋　弘一∥著 山と溪谷社

医学 ハンズ ダリアン・リーダー∥著 左右社

図解眠れなくなるほど面白い自律神経の話 小林　弘幸∥著 日本文芸社

血圧を下げるのに降圧剤はいらない 宇多川　久美子∥著 河出書房新社

アルツハイマー征服 下山　進∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

薬になるべく頼らず認知症とつきあう方法 宇多川　久美子∥著 河出書房新社

やさしくわかる抗がん剤の副作用とその対処法 酒井　リカ∥監修 法研

緑内障自分で治す最強事典 マキノ出版

ルポ「命の選別」 千葉　紀和∥著 文藝春秋

解放！頭の無駄力 木野村　朱美∥著 池田書店

肺炎を遠ざけ長生きするトントン肺たたき健康法 小池　妙子∥著 サンマーク出版

整える習慣 小林　弘幸∥著 日経ＢＰ日本経済新聞

技術・工学 美しき鉄道橋の世界 武田　元秀∥著 天夢人

動線と収納がゆとりを生み出す理想の暮らし 水越　美枝子∥著 大和書房

パッシブデザイン　　２０２０ ザメディアジョン

本格眼鏡大全 世界文化社

廃炉 稲泉　連∥著 新潮社

マスタードの歴史 デメット・ギュゼイ∥著 原書房

家庭 お金で絶対に苦労しない方法を教えてください！ 加谷　珪一∥著 プレジデント社

きものの不安をスッキリ解決！ 髙橋  和江∥著 河出書房新社

男のファッション基本とルール ヤマウチ　ショウゴ∥監 成美堂出版

はじめてでもかわいく作れる布こもの事典 猪俣　友紀∥著 西東社

私の家庭菓子 内田　真美∥著 ＫＴＣ中央出版

カフェのお菓子 毛　宣惠∥著 家の光協会

あかちゃんからのかぞくの医学 本間　真二郎∥著 クレヨンハウス

産業 柿 今井　敬潤∥著 法政大学出版局

トマト 藤田　智∥著 ＮＨＫ出版

あの懐かしい味の野菜を自分でつくる 岩崎　政利∥文 新潮社

庭木の「困った！」解決ナビ 船越　亮二∥著 主婦の友社

多肉植物サボテン 山城　智洋∥著 ＮＨＫ出版

もっと楽しいラブラドール・レトリーバーライフ 愛犬の友編集部∥編 誠文堂新光社

もっと楽しいフレンチ・ブルドッグライフ 愛犬の友編集部∥編 誠文堂新光社
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

産業 もっと楽しいパグライフ 愛犬の友編集部∥編 誠文堂新光社

アロハで猟師、はじめました 近藤　康太郎∥著 河出書房新社

南正時の知られざる廃線 南　正時∥著 天夢人

写真 こんな写真を撮ってきた 椎名　誠∥著 新日本出版社

工芸 日本のデザイン１９４５－ ナオミ・ポロック∥編著 河出書房新社

演劇・映画 ディズニーと動物 清水　知子∥著 筑摩書房

ＰＲＩＤＥＬＥＳＳ 藤森　慎吾∥著 徳間書店

スポーツ 人生を走る リジー・ホーカー∥著 草思社

Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ誕生 大島　和人∥著 日経ＢＰ

小屋番三六五日 山と溪谷社∥編 山と溪谷社

こんな日もある 古井　由吉∥著 講談社

諸芸・娯楽 一盌をどうぞ 千　玄室∥著 ミネルヴァ書房

日本語 漢字は生きている 笹原　宏之∥著 東京新聞

白川静さんに学ぶこれが日本語 小山　鉄郎∥著 論創社

辞典語辞典 見坊　行徳∥文 誠文堂新光社

「言いたいこと」から引ける慣用句・ことわざ 西谷　裕子∥編 東京堂出版

「頭がいい人」と言われる文章の書き方 小泉　十三∥著 河出書房新社

レポート・論文の書き方入門 河野　哲也∥著 慶應義塾大学出版会

東洋言語 中国語四字成語・慣用表現８００ 林　怡州∥著 三修社

台湾華語でぐるっと台湾めぐり 樂　大維∥著 白水社

韓国語単語集 宍戸　奈美∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

アイヌ語の世界 田村　すゞ子∥著 吉川弘文館

３パターンで決める日常タイ語会話ネイティブ表現 荘司　和子∥著 語研

ベトナム語が１週間でいとも簡単に話せるようになる 欧米・アジア語学 明日香出版社

ニューエクスプレス＋カンボジア語 上田　広美∥著 白水社

たったの７２パターンでこんなに話せるフィリピン語 佐川　年秀∥著 明日香出版社

ニューエクスプレス＋モンゴル語 橋本　勝∥著 白水社

ニューエクスプレス＋ヒンディー語 町田　和彦∥著 白水社

英語 英語最後の学習法 高橋　敏之∥著 ジャパンタイムズ出版

ＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒテスト基本例文９９０選 基本例文９９０選製作 アルク

英検準２級総合対策教本 旺文社

あいうえおフォニックス　　１・２ スーパーファジー∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

英語ことわざ使用の実態 奥田　隆一∥著 関西大学出版部

英語解剖図鑑 原島　広至∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

英文法をこわす 大西　泰斗∥著 ＮＨＫ出版

最新英語論文によく使う表現　　発展編 﨑村　耕二∥著 創元社

１日５分英語日記 有子山　博美∥著 ＩＢＣパブリッシング

一億人の英会話 大西　泰斗∥著 ナガセ

朝から晩までつぶやく英語表現２００ ｷｬｻﾘﾝ・A・ｸﾗﾌﾄ∥著 筑摩書房

ロシア語 たったの７２パターンでこんなに話せるロシア語会話 欧米・アジア語学 明日香出版社

文学 妖怪少年の日々 荒俣　宏∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

文豪ナビ司馬遼太郎 新潮文庫∥編 新潮社

人がつなぐ源氏物語 伊井　春樹∥著 朝日新聞出版

日本小説 書店員と二つの罪 碧野　圭∥著 ＰＨＰ研究所

霧にたたずむ花嫁 赤川　次郎∥著 実業之日本社

隅田川心中 赤松　利市∥著 双葉社

鬼を待つ あさの　あつこ∥著 光文社

初めて彼を買った日 石田　衣良∥著 講談社



5

分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

日本小説 男気 稲葉　稔∥著 光文社

利休の死 井上　靖∥著 中央公論新社

勘定侍柳生真剣勝負　　３ 上田　秀人∥著 小学館

推し、燃ゆ 宇佐見　りん∥著 河出書房新社

ユタが愛した探偵 内田　康夫∥著 徳間書店

和菓子迷宮をぐるぐると 太田　忠司∥著 ポプラ社

老婦人マリアンヌ鈴木の部屋 荻野　アンナ∥著 朝日新聞出版

天使と悪魔のシネマ 小野寺　史宜∥著 ポプラ社

灰の劇場 恩田　陸∥著 河出書房新社

受難華 菊池　寛∥著 中央公論新社

密室から黒猫を取り出す方法 北山　猛邦∥著 東京創元社

陰摩羅鬼の瑕 京極　夏彦∥著 講談社

路上のＸ 桐野　夏生∥著 朝日新聞出版

おれたちの歌をうたえ 呉　勝浩∥著 文藝春秋

潜入捜査 今野　敏∥著 実業之日本社

プルースト効果の実験と結果 佐々木　愛∥著 文藝春秋

日蓮 佐藤　賢一∥著 新潮社

宝の船 篠　綾子∥著 角川春樹事務所

小隊 砂川　文次∥著 文藝春秋

ジャックポット 筒井　康隆∥著 新潮社

ほたるいしマジカルランド 寺地　はるな∥著 ポプラ社

毒をもって毒を制す 塔山　郁∥著 宝島社

紅蓮の雪 遠田　潤子∥著 集英社

イダジョ！　　研修医編・完結編 史夏　ゆみ∥著 角川春樹事務所

剣鬼斬り 鳥羽　亮∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

イン・ザ・ダスト 長沢　樹∥著 早川書房

鬼人幻燈抄　　明治編〔２〕 中西　モトオ∥著 双葉社

和僑 楡　周平∥著 祥伝社

転職の魔王様 額賀　澪∥著 ＰＨＰ研究所

友の友は友だ 野口　卓∥著 集英社

サンドの女 原田　ひ香∥著 実業之日本社

足りないくらし 深沢　潮∥著 徳間書店

一周忌 藤井  邦夫∥著 双葉社

うしろむき夕食店 冬森　灯∥著 ポプラ社

終わりの歌が聴こえる 本城　雅人∥著 幻冬舎

チェーン・ポイズン 本多　孝好∥著 講談社

それでも、陽は昇る 真山　仁∥著 祥伝社

ブロードキャスト 湊　かなえ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

小説西海屋騒動 谷津　矢車∥著 二見書房

暖簾 山崎　豊子∥著 新潮社

八犬伝　　上・下 山田　風太郎∥著 河出書房新社

赤絵の桜 山本　一力∥著 文藝春秋

私のカレーを食べてください 幸村　しゅう∥著 小学館

わんダフル・デイズ 横関　大∥著 幻冬舎

矜持 今野　敏∥著 ＰＨＰ研究所

日本文学 有題無題 巖　浩∥著 弦書房

十二章のイタリア 内田　洋子∥著 東京創元社

グリーンピースの秘密 小川　糸∥著 幻冬舎
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分野 書　　　名 著　　者 出　版　社

日本文学 木皿食堂　　１～３ 木皿　泉∥著 双葉社

Ｂ級グルメで世界一周 東海林　さだお∥著 筑摩書房

限りなく繊細でワイルドな森の生活 内藤　里永子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

「原っぱ」という社会がほしい 橋本　治∥著 河出書房新社

永遠のおでかけ 益田　ミリ∥著 毎日新聞出版

ほどほど快適生活百科 群　ようこ∥著 集英社

老いる意味 森村　誠一∥著 中央公論新社

エンド・オブ・ライフ 佐々　涼子∥著 集英社

潜匠 矢田　海里∥著 柏書房

外国文学 アメリカン・スパイ ﾛｰﾚﾝ・ｳｨﾙｷﾝｿﾝ∥著 早川書房

危険な男 ロバート・クレイス∥著 東京創元社

テナント ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ・ﾏﾗﾏｯﾄﾞ∥著 みすず書房

パサージュ論　　２ ｳﾞｧﾙﾀｰ・ﾍﾞﾝﾔﾐﾝ∥著 岩波書店

ゼーノの意識　　下 ズヴェーヴォ∥作 岩波書店

参考資料 朝日新聞報道写真集　　２０２１ 朝日新聞社∥編 朝日新聞出版

人をしらべるレファレンスブック 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ

日本子ども資料年鑑　　２０２１ 母子愛育会愛育研 ＫＴＣ中央出版

コンサイスカタカナ語辞典 三省堂編修所∥編 三省堂

地域資料 写真アルバム  西多摩の昭和 いき出版

新編千代田区史　通史編 東京都千代田区∥編 東京都千代田区

新編千代田区史　通史資料編 東京都千代田区∥編 東京都千代田区

新編千代田区史　区政史編 東京都千代田区∥編 東京都千代田区

新編千代田区史　区政史資料編 東京都千代田区∥編 東京都千代田区

新編千代田区史　年表・索引編 東京都千代田区∥編 東京都千代田区

都民生活に関する世論調査　令和３年１月  東京都文化局広報 東京都生活文化局

５０ｔｈ  ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ  福生市社会福祉協議会  法人化５０周年記念誌福生市社会福祉協議 福生市社会福祉協議

事業概要  [東京都西多摩保健所]　令和２年版 東京都西多摩保健所 東京都西多摩保健所

福生市介護予防ＤＶＤ「福生市はつらつ健康 福生市福祉保健部 福生市福祉保健部

(ﾏﾝｶﾞ)シュガー・ソルジャー　　９・１０ 酒井まゆ∥著 集英社

　　　　　　　　　福生市立中央図書館　新着図書のお知らせ　2021年4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＊
うるいのお浸し、こごみのごま和え、ふきのとうの味噌、たらの芽の天ぷら、よもぎ豆腐、そらまめの塩蒸し、

わらびやぜんまいの煮物、山うどの酢味噌和え、ふきの炊き合わせ、鯛の子の旨煮、桜鯛のお刺身、たけの
この炊き込みご飯など、春のごちそうは、どれも美味しいものばかりです。なかでも、春の到来を告げるふき
のとうはさわやかな苦味があり、季節感を味わえる山菜のひとつです。珍味でもあり、小さいながらも春の代
名詞といえる食卓を彩る食材をご紹介しましょう。富山県のほたるいかは、全国でも珍しい定置網で漁獲し、
傷も少なく、漁場から近いため鮮度が抜群で、味覚も絶品です。お刺身、唐揚げ、酢味噌かけ、沖漬けなど
があります。数百万匹のほたるいかの大群が押し寄せて闇夜に光り輝く姿は、「富山湾の神秘」と称えられ、
特別天然記念物に指定されています。滑川市には、触って学べる体験型のほたるいかミュージアムがありま
す。ぶり、ほたるいかと並んで富山県の三大海産物である白えびは、水揚げ直後、透明感のある淡いピンク
色をした姿から、「富山湾の宝石」と呼ばれ、かき揚げ、お刺身などがあります。静岡県の由比港では、この
時期桜えびを干す光景が桜を敷き詰めたように美しく、春の風物詩となっています。国内の水揚げのほとん
どを持つ駿河湾の桜えびは、「海のルビー」と言われ、旨みがたっぷりで天日干しや釜揚げ、天ぷら、炊き込
みご飯、パスタなどに香りと甘さが引き立ちます。茹で具合で、釜揚げしらす・しらす干し・ちりめんじゃこと呼
び名を変える、駿河湾や江の島、淡路島のしらすも、カルシウムなど栄養価が高く甘みもあります。


