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２０２1年 ９月 №265 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

9 月の休館日 
 

 

★平日の開館時間は、午前１０時～午後７時（市政図書室を除く） 

★土曜日・日曜日・祝日の開館時間は、午前１０時～午後５時 

（市政図書室を除く） 

★市政図書室の開館時間は、平日と土曜日の午前８時３０分～午後５時１５分 

★休館日や、開館時間については状況により変更になる場合がございます。 
 

 

 

 

中央・高幡・日野 

多摩平・平山・百草（月曜日） 
6 日・13 日・27 日 

市政図書室（日曜日・祝日） 5 日・12 日・19 日・20 日・23 日・26 日 

 

今月のひろば 

P.2 日野市立図書館 連続講座（全 4回）はじまりの読書会 

P.3  認知症について知りたい方 

平山図書館闘病記コーナーをご利用ください 

P.4 夏休みジュニアスタッフ 2021体験報告！ 

P.6 図書館に入った新しい本 

P.21 図書館員の本箱 

P.21 お問い合わせは、お近くの図書館へ 

P.22おはなし会のお知らせ 

P.24 移動図書館ひまわり号巡回日程 
 

祝日２０日・２３日は 
開館します！ 

（市政図書室除く） 
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第１回 10/１（金）  『一茶』                藤沢周平/著 

第２回 11/５（金）  『小林一茶』             井上ひさし/著 

第３回 12/３（金）  『銀河鉄道の父』          門井慶喜/著 

第４回  1/７（金）  『イーハトーボの劇列車』    井上ひさし/著  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマに合わせたさまざまな作品を取り上げ、感想を語り合います。 

ひとりでは気づかなかった魅力に気づき、作品をこえて興味が広がる読書会。 

今回は「戯曲と小説～実在の作家をモデルに～」をテーマに、４作品を取り上げました。 

初めて読書会に参加される方に合わせた講座になっています。 

作品を事前に読んでご参加ください。 

日野市立図書館 連続講座（全４回） 

 

講座詳細 

時間  いずれも午前１０時３０分～１２時 

会場  高幡図書館 ２Ｆ 集会室 

定員  ７名 ※申し込み多数の場合は抽選 

参加費 無料 

対象   ・ 日野市内在住、在勤、在学の方 

・ 原則、全５回参加できる方 

講師  青木

あおき

笙 子

しょうこ

氏 

元公立中学校講師であり、 

現在は読書ナビゲーターとして活躍。 

参加者の雰囲気に合わせて、自在に 

読書会を盛り上げる講義に定評がある。 

 

 

申し込み方法 

9/2（木）～９/１４（火） 

高幡図書館に電話または来館 

■申し込み・問い合わせ先 

日野市立高幡図書館  

☎ 042-5９１-７３２２                            

新型コロナウイルス感染症対応について  

1.マスク着用、手洗い、咳エチケットにご協力ください。 

2.体調不良時は、読書会の参加をお控えください。 

3.感染拡大状況によっては、読書会を中止する場合が 

ございます。予めご了承ください。 
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認知症について知りたい方 

 

 

平山図書館には、闘病記（病気や介護の体験を綴った本）を集めたコーナ

ーがあります。 

同じ病気の人や家族が、その病気とどのように向き合ってきたのかを知る

ことが、何かの参考となるかもしれません。 

本は病気を五つのジャンル（下記）に分けて置いています。 

  

がん  脳の病気・認知症・介護  こころの病気 

子ども・先天性の病気  その他の病気 

 

脳の病気・認知症・介護にはこんな本があります。 

『いつでも母と』 

  山口 恵以子／著 小学館 2020.3 

作家である著者が、60年一緒に暮らした母の介護に直面します。超のつ

くマザコンを自認するほどの仲良し母娘でしたが、介護には葛藤があり

ました。母を家で看取った後も、母への思いは尽きません。 

 

『私と介護』 

  島田 洋七／ほか著 新日本出版社 2016.12 

 映画監督、アナウンサー、タレント、作家など、17人の著名人の介護体

験や思いが綴られています。介護の苦労や悩みは私たちと共通するもの

があります。 

 

蔵書リストは、日野市立図書館ホームページのトップから、『くわしく検

索』→『テーマ資料』→『闘病記リスト』をクリックしてください。 

平山図書館 042-591-7772 

平山図書館の闘病記コーナーをご利用ください  
 

https://4.bp.blogspot.com/-R5fd_pogAvk/VmFjdlOMvqI/AAAAAAAA1VA/W589zmXCPq8/s800/kaigo_family.png
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 夏休みジュニアスタッフ 2021体験報告！ 
  

2004 年からスタートした「夏休みジュニアスタッフ」事業ですが、昨

年は新型コロナウィルス感染拡大のため行うことが出来ませんでした。 

今年度は開館前の短い時間、多人数の人と会わないような形で、市内在

住の小、中学生が中央、高幡、日野、多摩平、平山、百草の６館で各図書

館のスタッフとして活動しました。 

今回は中央図書館の活動をレポートします！ 

 

☆朝 8：45 集合、エプロンに着替えお仕事開始です。 

 

 

☆本の返却ポストを開けて返却作業。 

新聞も開館前に準備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆予約本探しも体験。早く用意できるように急いで探しました。 

  日頃は入れない書庫の予約本も！動く書庫に興味津々でした。 

 

 

 

新聞に日野市立図書

館のスタンプを押し

てホチキス止め。 

協力して頑張りまし

た。 
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・知らなかったことがたくさん知ることができてより本が好きになりま

した。またジュニアスタッフの募集などが来たら参加したいと思います。 

・いつも週一度は図書館に行き借りる側なので貸す側の人はどのような

ことをしているかジュニアスタッフをやりわかりました。この体験を通じ

て色々な事に気付けたので参加してよかったと思います。 

・一番楽しかったのはバーコードスキャナーです。パソコンのキーボード

をいじるのが好きだからです。ジュニアスタッフ最初は行くのいやだった

けどやっぱりいってよかったなと思いました。 

☆書架整理も行いました。 

地味で根気が要りますが、図書館の開館前の大事な仕事です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お疲れさまでした！ 

最終日には、 

修了証書を授与！ 

今回は中央図書館をレポートしましたが、各館でそれぞれのジュニアスタッ

フの皆さんに頑張っていただきました。 

暑い中、元気に来ていただいて職員もとても嬉しかったです。 

ご参加いただいた皆様、またご協力いただいたご家族の皆様どうもありがと

うございました！ 

間違ったところに

入っていないか

な？ 

取りやすいように

きれいに並べます 

感想を一部抜粋してご紹介します 
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    図書館に入った 新 し い 本 
6月 29日から 7月 28日の間に入った本です。 

誌面の都合で掲載できなかった本もあります。 

児童書は掲載していません。 

 

０００ 読書・出版・ジャーナリズム                                       

学校図書館を彩る切り絵かざり ２ 型紙つき CHIKU／著 少年写真新聞社 017 

HONZが選んだノンフィクション 決定版 成毛 眞／編著 中央公論新社 019 

中世の写本ができるまで クリストファー・デ・ハメル／著 白水社 022.23 

“ひとり出版社”という働きかた 西山 雅子／編 河出書房新社 023.1 

青森の八戸にある小さな本屋さんの猫がかわいいポップの本 

 ポプ担／著 小学館 023.91 

博物館の世界 教養として知っておきたい 栗原 祐司／著 誠文堂新光社 069 

ヒロシマを暴いた男 米国人ジャーナリスト、国家権力への挑戦 

 レスリー・M.M.ブルーム／著 集英社 070.1 

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

ネコは言っている、ここで死ぬ定めではないと  

春日 武彦／著 イースト・プレス 114.2 

近代アジアの啓蒙思想家 岩崎 育夫／著 講談社 120 

使える哲学 私たちを駆り立てる五つの欲望はどこから来たのか  

荒谷 大輔／著 講談社 130 

リスク心理学 危機対応から心の本質を理解する  

中谷内 一也／著 筑摩書房 141.5 

全捨離したら人生すべてが好転する話 櫻庭 露樹／著 フォレスト出版 147 

死者の告白 30人に憑依された女性の記録 奥野 修司／著 講談社 147.3 

今日がもっと楽しくなる行動最適化大全 

 ベストタイムにベストルーティンで常に「最高の 1日」を作り出す 

 樺沢 紫苑／著 KADOKAWA 159 

斎藤一人成功は愛が 9割！ 斎藤 一人／著 PHP研究所 159 

自分をたいせつにする本 服部 みれい／著 筑摩書房 159.7 
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◆◆◆１００ 哲学・心理学・宗教（つづき）◆◆◆ 

現代人のためのイスラーム入門 クルアーンからその真髄を解き明かす一二章  

ガーズィー・ビン・ムハンマド王子／著 中央公論新社 167 

御朱印でめぐる信州甲州の神社 集めるごとに運気アップ！ 

 『地球の歩き方』編集室／著 地球の歩き方 175.9 

神社の起源と歴史 新谷 尚紀／著 吉川弘文館 175.9 

伊藤比呂美の歎異抄 伊藤 比呂美／著 河出書房新社 188.7 

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

年輪で読む世界史  

チンギス・ハーンの戦勝の秘密から失われた海賊の財宝、ローマ帝国の崩壊まで 

バレリー・トロエ／著 築地書館 202.3 

歴史のミカタ 井上 章一／著 祥伝社 204/ｲ 

歴史の鑑定人 ナポレオンの死亡報告書からエディソンの試作品まで  

ネイサン・ラーブ／著 草思社 204/ﾗ 

戦争はいかに終結したか 二度の大戦からベトナム、イラクまで 

 千々和 泰明／著 中央公論新社 209.7 

1日 1ページ、読むだけで身につく日本の教養 365 歴史編  

小和田 哲男／監修 文響社 210 

中先代の乱 北条時行、鎌倉幕府再興の夢 鈴木 由美／著 中央公論新社 214.5 

今に息づく江戸時代 首都・官僚・教育 大石 学／著 吉川弘文館 215 

女と男の大奥 大奥法度を読み解く 福田 千鶴／著 吉川弘文館 215 

大正史講義 筒井 清忠／編 筑摩書房 216.9 

占領神話の崩壊 西 鋭夫／著 中央公論新社 217.5 

10人の皇帝たち 統治者からみるローマ帝国史  

バリー・ストラウス／著 青土社 232.8 

「太平洋の巨鷲」山本五十六 用兵思想からみた真価  

大木 毅／著 KADOKAWA 281/ﾔ 

旗の大図鑑  

国旗から信号旗・レース旗・海賊旗まで エリザベト・デュモン＝ル・コルネク／著 

日経ナショナルジオグラフィック社 288.9 
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

奇跡の地図を作った男 カナダの測量探検家デイヴィッド・トンプソン  

下山 晃／著 大修館書店 289.8/ﾄ 

見つける東京 岡部 敬史／文 東京書籍 291.36 

沖縄平和ネットワーク大島和典の歩く見る考える沖縄  

大島 和典／著 高文研 291.99 

オリエント急行 究極の豪華寝台列車のすべて  

櫻井 寛／写真・文 世界文化社 293 

人生ミスっても自殺しないで、旅 諸隈 元／著 晶文社 293 

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

地図で見るアメリカハンドブック  

クリスティアン・モンテス／著 原書房 302.53 

半歩先を読む思考法 落合陽一の見ている風景と考えていること  

落合 陽一／著 新潮社 304/ｵ 

残余の声を聴く 沖縄・韓国・パレスチナ 早尾 貴紀／著 明石書店 304/ﾊ 

図説明治政府 日本人が求めた新しい国家体制とは  

久保田 哲／著 戎光祥出版 312.1 

政界再編 離合集散の 30年から何を学ぶか  

山本 健太郎／著 中央公論新社 312.1 

100日で収束しない日本のコロナ禍 ぼうご なつこ／著 扶桑社 312.1 

「言葉が殺される国」で起きている残酷な真実  

中国共産党が犯した許されざる大罪 楊 逸／著 ビジネス社 312.22 

中国共産党暗黒の百年史 石 平／著 飛鳥新社 312.22 

ミャンマー政変 クーデターの深層を探る 北川 成史／著 筑摩書房 312.23 

シャルル・ドゴール 歴史を見つめた反逆者  

ミシェル・ヴィノック／著 作品社 312.35 

25歳からの国会 武器としての議会政治入門 平河 エリ／著 現代書館 314.1 

知らないと恥をかく世界の大問題 12 池上 彰／著 KADOKAWA 319 

「日韓」のモヤモヤと大学生のわたし 加藤 圭木／監修 大月書店 319.1 

絶望の文在寅、孤独の金正恩 「バイデン・ショック」で自壊する朝鮮半島  

重村 智計／著 ワニ・プラス 319.21 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

ラストエンペラー習近平 エドワード・ルトワック／著 文藝春秋 319.22 

米中対立 アメリカの戦略転換と分断される世界  

佐橋 亮／著 中央公論新社 319.53 

世界は広島をどう理解しているか 原爆七五年の五五か国・地域の報道  

井上 泰浩／編著 中央公論新社 319.8 

ソニー再生 変革を成し遂げた「異端のリーダーシップ」  

平井 一夫／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 335.2 

個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本  

見積書、請求書、売掛管理、経理、パートの給与計算まで  

北川 知明／著 ソシム 336 

DXのリアル・ノウハウ IGPI流 冨山 和彦／著 PHP研究所 336.1 

新標準の就業規則 多様化に対応した<戦略的>社内ルールのつくり方  

下田 直人／著 日本実業出版社 336.4 

ワーケーションの教科書 創造性と生産性を最大化する「新しい働き方」  

長田 英知／著 KADOKAWA 336.4 

実録脱税の手口 田中 周紀／著 文藝春秋 345.1 

図解いちばんやさしく丁寧に書いた不動産の税金 '21-'22年版 

 吉澤 大／監修 成美堂出版 345.4 

連帯論 分かち合いの論理と倫理 馬渕 浩二／著 筑摩書房 361 

カバールの正体 世界人類の 99.99%を支配する  

西森 マリー／著 秀和システム 361.4 

共感という病 いきすぎた同調圧力とどう向き合うべきか？ 

 永井 陽右／著 かんき出版 361.4 

中小企業のための「企業型 DC・iDeCo+」のはじめ方  

会社も従業員もトクをする！ 山中 伸枝／著 同文舘出版 364.6 

どうせ社会は変えられないなんてだれが言った？  

ベーシックサービスという革命 井手 英策／著 小学館 364 

「非モテ」からはじめる男性学 西井 開／著 集英社 367 

限界から始まる 往復書簡 上野 千鶴子／著 幻冬舎 367.2 

マチズモを削り取れ 武田 砂鉄／著 集英社 367.21 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

おひとりさまの終活 お困りごとは死後事務委任で解決  

神田 紀久男／著 現代書林 367.9 

勝間式ロジカル不老長寿 健康もマネーも人生 100年シフト！ 

 勝間 和代／著 宝島社 367.9 

身体を痛めない介護術 4つの原則で極める！  

岡田 慎一郎／著 中央法規出版 367.9 

潜入・ゴミ屋敷 孤立社会が生む新しい病  

笹井 恵里子／著 中央公論新社 367.9 

私がホームレスだったころ 台湾のソーシャルワーカーが支える未来への一歩 

李 玟萱／著 白水社 368.2 

アウトロー・オーシャン 上・下 海の「無法地帯」をゆく  

イアン・アービナ／著 白水社 368.6 

捕食者 全米を震撼させた、待ち伏せする連続殺人鬼  

モーリーン・キャラハン／著 亜紀書房 368.6 

これならわかる<スッキリ図解>精神保健福祉制度のきほん  

二本柳 覚／編著 翔泳社 369.2 

障害のある子が受けられる支援のすべて 一生涯にわたる安心を！  

和枝福祉会／監修 ナツメ社 369.2 

ちがうことは強いこと その子らしさを大切にする子育て  

星山 麻木／著 河出書房新社 370.4/ﾎ 

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 

 The Real British Secondary School Days ブレイディみかこ／著 新潮社 376.3 

新・大学序列 なぜ関関同立・産近甲龍の学生数は急増したのか 

 川村 稲造／著 中央公論新社 377.21 

不登校生が留学で見つけた自分の居場所 赤井 知一／著 学びリンク 377.6 

困っている子を見逃すな マンガでわかる境界知能とグレーゾーンの子どもたち ２ 

宮口 幸治／著 扶桑社 378 

蕎麦は食ってみなけりゃ分からない 石丸 謙二郎／著 敬文舎 383.8 

鬼と異形の民俗学 漂泊する異類異形の正体 飯倉 義之／監修 ウェッジ 387 

インパールの戦い ほんとうに「愚戦」だったのか  

笠井 亮平／著 文藝春秋 391.2 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

地図とデータで見る軍事戦略の世界ハンドブック  

ブルーノ・テルトレ／編 原書房 391.3 

暁の宇品 陸軍船舶司令官たちのヒロシマ 堀川 惠子／著 講談社 395.9 

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

理系の「なぜ？」がわかる本 5分でわかるイラスト図解！  

小谷 太郎／著 青春出版社 404/ｺ 

多様体とは何か 空間と次元から学ぶ現代科学の基礎概念 

 小笠 英志／著 講談社 415.6 

時間大図鑑 原田 知広／監修 ニュートンプレス 421.2 

図解身近にあふれる「相対性理論」が 3時間でわかる本  

思わずだれかに話したくなる 齋藤 勝裕／著 明日香出版社 421.2 

宇宙人と出会う前に読む本 全宇宙で共通の教養を身につけよう  

高水 裕一／著 講談社 440.4/ﾀ 

ゼロから楽しむ古生物 姿かたちの移り変わり 土屋 健／著 技術評論社 457.8 

後悔するイヌ、嘘をつくニワトリ 動物たちは何を考えているのか 

 ペーター・ヴォールレーベン／著 早川書房 481.7 

東京周辺！お茶目な海のいきもの 塚本 知早／写真と文 ビジネス社 481.7 

エビとカニの博物誌 世界の切手になった甲殻類  

大森 信／著 築地書館 485.3 

昆虫館はスゴイ！ 昆虫館スタッフの内緒話  

全国昆虫施設連絡協議会／著 repicbook 486 

たくましくて美しい糞虫図鑑 中村 圭一／著 創元社 486.6 

くらべてわかるカエル 識別ポイントで見分ける  

松橋 利光／著 山と溪谷社 487.8 

海獣学者、クジラを解剖する。  

海の哺乳類の死体が教えてくれること 田島 木綿子／著 山と溪谷社 489.6 

シャチ学 村山 司／著 東海教育研究所 489.6 

40代からの人体の取扱説明書 

 人生 100年時代を乗り切るための科学的に正しい体の維持の仕方 

 ニュートンプレス 491.3 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

最強に面白い！！筋肉 ニュートンプレス 491.36 

コレステロール・中性脂肪にホントにいいこと帳 

 簡単な食事や生活のコツで下げられる！ 板倉 弘重／監修 主婦の友社 493.2 

指、痛くないですか？ 

それ、リウマチかもしれません！専門医が教える正しい治し方  

佐藤 理仁／著 自由国民社 493.6 

10代のためのもしかして摂食障害？と思ったときに読む本  

「やせたい気持ち」から離れられない おちゃずけ／著 合同出版 493.74 

認知症そのままでいい 上田 諭／著 筑摩書房 493.75 

ドキュメントがん治療選択 

 崖っぷちから自分に合う医療を探し当てたジャーナリストの闘病記 

 金田 信一郎／著 ダイヤモンド社 494.5 

効かせるヨガの教科書 圧倒的に気持ちいいから、キープが続く、効果が上がる！ 

中村 尚人／著 主婦の友社 498.34 

無<最高の状態> 鈴木 祐／著 クロスメディア・パブリッシング 498.39 

精神科医が教えるストレス、不安、落ち込み、憂鬱な気分を解消する最善の知

恵とコツ 心がリラックス！イライラが吹き飛ぶ！よく眠れる！  

渡部 芳徳／監修 主婦の友社 498.58 

最悪の予感 パンデミックとの戦い マイケル・ルイス／著 早川書房 498.6 

疾病捜査官 感染症封じ込めエキスパートの事件簿  

アリ・S.カーン／著 みすず書房 498.6 

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

イーロン・マスク次の標的 「IoBビジネス」とは何か  

浜田 和幸／著 祥伝社 501.8 

ざんねんな日本のものづくり ゼロからの知財戦略  

日本知財標準事務所／著 総合法令出版 507.2 

生きのびるための流域思考 岸 由二／著 筑摩書房 517.5 

環境社会学入門 持続可能な未来をつくる 長谷川 公一／著 筑摩書房 519 

国立競技場 Construction Japan National Stadium  

共同通信社／著 河出書房新社 526.7 
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◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 

最前線で働く人に聞く日本一わかりやすい５G  

中村 尚樹／著 プレジデント社 547.5 

人工知能が俳句を詠む AI一茶くんの挑戦  

川村 秀憲／共著 オーム社 548.1 

監視資本主義 人類の未来を賭けた闘い  

ショシャナ・ズボフ／著 東洋経済新報社 548.3 

高校生からはじめるプログラミング 吉村 総一郎／著 KADOKAWA 548.5 

はじめての機械学習 中学数学でわかる AIのエッセンス  

田口 善弘／著 講談社 548.5 

よくわかる最新半導体の基本と仕組み 基礎技術から最新情報まですべてを網羅 

西久保 靖彦／著 秀和システム 549.8 

すべてが武器になる 文化としての<戦争>と<軍事>  

石川 明人／著 創元社 559 

1995年のエアマックス 小澤 匡行／著 中央公論新社 589.2 

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

農の明日へ 山下 惣一／著 創森社 610.4/ﾔ 

ひまわりの文化誌 スティーヴン・A.ハリス／著 原書房 627.4 

柳の文化誌 アリソン・サイム／著 原書房 653.7 

お客が殺到する飲食店の始め方と運営 '21-'22年版 

 実力派コンサルタントが成功のコツを詳解！ 入江 直之／著 成美堂出版 673.9 

一生役立つ「伝わる」デザインの考え方 感覚よりも段取り力が大事！  

細山田デザイン事務所／著 ナツメ社 674.3 

たぱぞう式米国個別株投資 最速で資産 1億円！  

たぱぞう／著 きずな出版 676.3 

地図でたどる世界交易史 ヴィジュアル版  

フィリップ・パーカー／著 原書房 678.2 

国際貿易法入門 WTOと FTAの共存へ 関根 豪政／著 筑摩書房 678.3 

バス趣味入門 『バス・ジャパン』編集長が教える  

加藤 佳一／著 天夢人 685.5 

いまこそ使いたい時刻表活用術 木村 嘉男／著 天夢人 686.5 
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７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

運慶と快慶。 2人の男が仏像を変えた  

ペン編集部／編 CCCメディアハウス 718.3 

覆面アーティスト バンクシーの正体 WHO IS BANKSY？  

毛利 嘉孝／監修 宝島社 723.8/ﾊ 

天のすべりだい スズキ コージ／作 BL出版 726.5 

絶滅生物の折り紙 かつて存在していた生き物が一枚の紙でよみがえる  

川畑 文昭／著 誠文堂新光社 754.9 

いちばん親切な音楽記号用語事典 轟 千尋／編著 新星出版社 761 

クラシック作曲家列伝 バッハからラヴェルまで 12 人の天才たちの愉快な素顔 

やまみち ゆか／絵・文 マール社 762.8 

絶対！うまくなるウクレレ 100のコツ  

山口 岩男／著 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 763.5 

伝説の AV男優沢木和也の「終活」 癌で良かった  

沢木 和也／著 彩図社 778.7 

すべてはタモリ、たけし、さんまから始まった 太田 省一／著 筑摩書房 779.1 

ピラティス大全 92エクササイズ収録！ 菅原 順二／監修 成美堂出版 781 

やせ体質になれるやさしいほぐピラ 星野 由香／著 主婦の友社 781 

ストックホルムの旭日 文明としてのオリンピックと明治日本 

 牛村 圭／著 中央公論新社 782 

走塁革命 秋本 真吾／著 竹書房 783.7 

科学が教える山歩き超入門 能勢 博／監修 エクシア出版 786.1 

蝸牛登山画帖 やまと けいこ／著 山と溪谷社 786.1 

瀟洒なる自然 わが山旅の記 深田 久弥／著 山と溪谷社 786.1 

タープワーク キャンプ、災害時に役立つ基礎知識と設置法  

荒井 裕介／著 誠文堂新光社 786.1 

やってみよう！車中泊 カラー版 大橋 保之／著 中央公論新社 786.3 

ズバリ釣れる海のルアー釣り オールカラー図解 ケイエス企画 787.1 

知識ゼロからの釣り入門 つり具の上州屋アウトドアワールド 

東大和店／監修 幻冬舎 787.1 
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８００ 語学                                                        

朗読ワークショップ 青木 裕子／著 アーツアンドクラフツ 809.4 

ついスマホに頼ってしまう人のための日本語入門  

堀田 あけみ／著 ナカニシヤ出版 810.4/ﾎ 

国語辞典を食べ歩く サンキュータツオ／著 女子栄養大学出版部 813.1 

ニューエクスプレスプラス アイヌ語 中川 裕／著 白水社 829.2 

くらべてわかる英単語図鑑 牧野 高吉／著 主婦の友インフォス 834.5 

英語の思考法 話すための文法・文化レッスン  

井上 逸兵／著 筑摩書房 837.8 

ニューエクスプレスプラス ハンガリー語 早稲田 みか／著 白水社 893.7 

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

佐藤愛子の世界 オール讀物創刊 90周年記念編集 文藝春秋 910.2/ｻ 

食卓で読む一句、二句。 お腹がぐぅーと鳴る、17音の物語 

 夏井 いつき／著 ワニブックス 911.3 

まだまだ健康川柳 三途の川も遠ざかる 近藤 勝重／編著 幻冬舎 911.4 

光源氏に迫る 源氏物語の歴史と文化  

宇治市源氏物語ミュージアム／編 吉川弘文館 913.3 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

invert 城塚翡翠倒叙集 相沢 沙呼／著 講談社 913.6/ｱｲｻ 

兵諌 浅田 次郎／著 講談社 913.6/ｱｻﾀ 

QUEEN スカイマーシャル兼清涼真 麻生 幾／著 角川春樹事務所 913.6/ｱｿｳ 

原因において自由な物語 五十嵐 律人／著 講談社 913.6/ｲｶﾗ 

貝に続く場所にて 石沢 麻依／著 講談社 913.6/ｲｼｻ 

琉球警察 伊東 潤／著 角川春樹事務所 913.6/ｲﾄｳ 

がん消滅の罠 ２ 岩木 一麻／著 宝島社 913.6/ｲﾜｷ 

ゾウに魅かれた容疑者 大倉 崇裕／著 講談社 913.6/ｵｵｸ 

クレイジー・フォー・ラビット 奥田 亜希子／著 朝日新聞出版 913.6/ｵｸﾀ 

聖徳太子と蘇我入鹿 海音寺 潮五郎／著 作品社 913.6/ｶｲｵ 

亜ノ国ヘ 水と竜の娘たち 柏葉 幸子／著 KADOKAWA 913.6/ｶｼﾜ 

夜行秘密 カツセ マサヒコ／著 双葉社 913.6/ｶﾂｾ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

チンギス紀 11 北方 謙三／著 集英社 913.6/ｷﾀｶ 

遠(とおくの)巷説百物語 京極 夏彦／著 KADOKAWA 913.6/ｷﾖｳ 

氷柱の声 くどう れいん／著 講談社 913.6/ｸﾄｳ 

朔が満ちる 窪 美澄／著 朝日新聞出版 913.6/ｸﾎ 

最後の挨拶 小林 エリカ／著 講談社 913.6/ｺﾊﾔ 

ロータスコンフィデンシャル 今野 敏／著 文藝春秋 913.6/ｺﾝﾉ 

一夜の夢 佐伯 泰英／著 文藝春秋 913.6/ｻｴｷ 

鳥がぼくらは祈り、 島口 大樹／著 講談社 913.6/ｼﾏｸ 

明日は結婚式 小路 幸也／著 祥伝社 913.6/ｼﾖｳ 

ばいばい、バッグレディ マーニー・ジョレンビー／著 早川書房 913.6/ｼﾖﾚ 

我が産声を聞きに 白石 一文／著 講談社 913.6/ｼﾗｲ 

全力少年ドモラ シルクロード／著 KADOKAWA 913.6/ｼﾙｸ 

身もこがれつつ 小倉山の百人一首 周防 柳／著 中央公論新社 913.6/ｽｵｳ 

異世界居酒屋「のぶ」 ７杯目 蟬川 夏哉／著 宝島社 913.6/ｾﾐｶ 

まぜるな危険 高野 史緒／著 早川書房 913.6/ﾀｶﾉ 

もどかしいほど静かなオルゴール店 瀧羽 麻子／著 幻冬舎 913.6/ﾀｷﾜ 

源氏の白旗 落人たちの戦 武内 涼／著 実業之日本社 913.6/ﾀｹｳ 

オーバーヒート 千葉 雅也／著 新潮社 913.6/ﾁﾊ 

北条氏康 ２ 富樫 倫太郎／著 中央公論新社 913.6/ﾄｶｼ 

万事快調(オール・グリーンズ) 波木 銅／著 文藝春秋 913.6/ﾅﾐｷ 

スリーピング事故物件 西澤 保彦／著 コスミック出版 913.6/ﾆｼｻ 

十津川警部裏切りは鉄路の果てに トラベル・ミステリー傑作集  

西村 京太郎／著 徳間書店 913.6/ﾆｼﾑ 

Phantom 羽田 圭介／著 文藝春秋 913.6/ﾊﾀ 

もういちど 畠中 恵／著 新潮社 913.6/ﾊﾀｹ 

ワラグル 浜口 倫太郎／著 小学館 913.6/ﾊﾏｸ 

余命一年、男をかう 吉川 トリコ／著 講談社 913.6/ﾖｼｶ 

屋根裏のチェリー 吉田 篤弘／著 角川春樹事務所 913.6/ﾖｼﾀ 

西の果てのミミック 渡會 将士／著 文藝春秋 913.6/ﾜﾀﾗ 

夕暮れの草の冠 青木 淳悟／ほか著 柏書房 913.6 
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９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

アガワ流生きるピント 阿川 佐和子／著 文藝春秋 914.6/ｱｶﾜ 

漂流者は何を食べていたか 椎名 誠／著 新潮社 914.6/ｼｲﾅ 

老いの道楽 曾野 綾子／著 河出書房新社 914.6/ｿﾉ 

渡る世間にやじ馬ばあさん 橋田壽賀子のことば  

橋田 壽賀子／著 大和書房 914.6/ﾊｼﾀ 

歴史探偵昭和の教え 半藤 一利／著 文藝春秋 914.6/ﾊﾝﾄ 

未来は予測するものではなく創造するものである  

考える自由を取り戻すための<SF思考> 樋口 恭介／著 筑摩書房 914.6/ﾋｸﾁ 

自分で名付ける 松田 青子／著 集英社 914.6/ﾏﾂﾀ 

イン・マイ・ライフ 吉本 由美／著 亜紀書房 914.6/ﾖｼﾓ 

君か、君以外か。 君へ贈るローランドの言葉  

ROLAND／著 KADOKAWA 914.6/ﾛﾗﾝ 

シルクロード 仏の道をゆく 安部 龍太郎／著 潮出版社 915.6/ｱﾍ 

伊藤整日記 ５ 伊藤 整／著 平凡社 915.6/ｲﾄｳ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

太れば世界が終わると思った キム アンジェラ／著 扶桑社 929.1/ｷ 

キャビネット キム オンス／著 論創社 929.1/ｷ 

小さきものたちのオーケストラ チゴズィエ・オビオマ／著 早川書房 933/ｵ 

飢渇の人 エドワード・ケアリー短篇集  

エドワード・ケアリー／著 東京創元社 933/ｹ 

幸いなるハリー イーディス・パールマン／著 亜紀書房 933/ﾊ 

ネオ・ヒューマン 究極の自由を得る未来  

ピーター・スコット‐モーガン／著 東洋経済新報社 934/ｽ 

コード・ガールズ 日独の暗号を解き明かした女性たち  

ライザ・マンディ／著 みすず書房 934/ﾏ 

行く、行った、行ってしまった ジェニー・エルペンベック／著 白水社 943/ｴ 

ベケット氏の最期の時間 マイリス・ベスリー／著 早川書房 953/ﾍ 

離れがたき二人シモーヌ・ド・ボーヴォワール／著 早川書房 953/ﾎ 

ドストエフスキー黒い言葉 亀山 郁夫／著 集英社 980.2/ﾄ 
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Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

公達の太刀 奥小姓裏始末 4 青田 圭一／著 二見書房 BN/ｱｵ 

ご隠居は福の神 ６ 井川 香四郎／著 二見書房 BN/ｲｶ 

深尾くれない 宇江佐 真理／著 朝日新聞出版 BN/ｳｴ 

終末なにしてますか？もう一度だけ、会えますか？ #10  

枯野 瑛／著 KADOKAWA BN/ｶﾚ 

幸くらべ 小料理のどか屋人情帖 32 倉阪 鬼一郎／著 二見書房 BN/ｸﾗ 

親子の絆は永遠に 親子十手捕物帳 7 小杉 健治／著 角川春樹事務所 BN/ｺｽ 

炎天夢 東京湾臨海署安積班 今野 敏／著 角川春樹事務所 BN/ｺﾝ 

キグナスの乙女たち ２ 新・魔法科高校の劣等生  

佐島 勤／著 KADOKAWA BN/ｻﾄ 

ハレルヤ！ 重松 清／著 新潮社 BN/ｼｹ 

神様の果物 江戸菓子舗照月堂 10 篠 綾子／著 角川春樹事務所 BN/ｼﾉ 

突きの鬼一 ７ 鈴木 英治／著 小学館 BN/ｽｽ 

さよならは仮のことば 谷川俊太郎詩集 谷川 俊太郎／著 新潮社 BN/ﾀﾆ 

不要不急の男 土屋 賢二／著 文藝春秋 BN/ﾂﾁ 

父子(おやこ)剣躍る 新剣客同心親子舟 2鳥羽 亮／著 角川春樹事務所 BN/ﾄﾊ 

十津川警部海の見える駅 愛ある伊予灘線西村 京太郎／著 小学館 BN/ﾆｼ 

てんげんつう 「しゃばけ」シリーズ 18  畠中 恵／著 新潮社 BN/ﾊﾀ 

トライアングル・ビーチ 林 真理子／著 文藝春秋 BN/ﾊﾔ 

密命将軍松平通春 ２ 早見 俊／著 コスミック出版 BN/ﾊﾔ 

殿さま忍者 ４ 聖 龍人／著 コスミック出版 BN/ﾋｼ 

メランコリック・サマー みうら じゅん／著 文藝春秋 BN/ﾐｳ 

焼肉で勝負！ 山口 恵以子／著 角川春樹事務所 BN/ﾔﾏ 

俺を好きなのはお前だけかよ 16 駱駝／著 KADOKAWA BN/ﾗｸ 

ドラキュラやきん！ ３ 和ケ原 聡司／著 KADOKAWA BN/ﾜｶ 

911代理店 ２ 渡辺 裕之／著 角川春樹事務所 BN/ﾜﾀ 

夜の爪痕 アレクサンドル・ガリアン／著 早川書房 B/ｶﾘ 

評決の代償 グレアム・ムーア／著 早川書房 B/ﾑｱ 

シオム・ソム銀河の凪ゾーン 宇宙英雄ローダン・シリーズ 644  

ペーター・グリーゼ／著 早川書房 B/ﾛﾀ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

スリマヴォの冒険 宇宙英雄ローダン・シリーズ 645 

エルンスト・ヴルチェク／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

リッツォ家の愛の遺産 上・下 ノーラ・ロバーツ／著 扶桑社 B/ﾛﾊ 

誠実な噓 マイケル・ロボサム／著 二見書房 B/ﾛﾎ 

 

Ｔ 暮らし                                                

無印良品ではじめる新しい習慣 水谷 妙子／著 扶桑社 T0 

かわいいかたちの子ども服 栗原 あや／著 文化学園文化出版局 T11 

クライ・ムキの毎日のおうち服とおしゃれ服 クライ・ムキ／著 主婦の友社 T11 

着物の時間。 マガジンハウス T12 

刺し子デザイン帖 SASHIKO Modern Style 31  

AYUFISH int.／著 日本ヴォーグ社 T15 

ダーニング刺繡 お直しにも、かわいいワンポイントにも！ 

 ミムラ トモミ／著 誠文堂新光社 T15 

手で編むみんなの布ぞうり 古着・古布の再利用も OK！  

小石 正子／著 河出書房新社 T19 

リュック作り教室  

肩ひも、バックル、ファスナー、ポケットなど、知りたかったことが分かる！  

水野 佳子／著 主婦と生活社 T19 

猫にいいこと大全 

 体、心、暮らし+コミュニケーション 1冊で猫の生活の質がぐんとアップ 

 茂木 千恵／監修 主婦の友社 T3 

かおり的家(うち)ご飯 桃井 かおり／著 KADOKAWA T40 

ラクしておいしい台所術 料理がしんどいあなたへ  

主婦の友社／編 主婦の友社 T40 

自分ごはん時々おやつ ひとり分だからうまくいく  

瀬戸口 しおり／著 主婦の友社 T41 

リュウジのコンビニレストラン お手軽食材で料理革命！  

リュウジ／著 宝島社 T41 

料理の時間 長尾 智子／著 朝日新聞出版 T41 

食文化・郷土料理がわかる世界の国旗弁当  

世界 220カ国・地域料理の作り方や食材を通してお国柄を知る 

青木 ゆり子／著 誠文堂新光社 T42 

パスタの本 有元 葉子／著 東京書籍 T44 
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

ほんとうにおいしい生地でつくるドーナツレシピ 77  

佐藤 ひろ子／著 アップルミンツ T46 

グルテンフリー・レシピ 腸からきれいにヤセる！  

大柳 珠美／著 青春出版社 T49 

生のまま！野菜&フルーツ最新冷凍術 島本 美由紀／著 秀和システム T49 

快適な住まいの間取りと実例集 今どきの暮らしやすい間取りがわかる！  

秋元 幾美／監修 ナツメ社 T5 

観て楽しい育てて美味しい野菜の再生栽培  

大橋 明子／著 産業編集センター T6 

はじめてママ&パパの子どもの栄養 

 ３－14歳、成長期に必要な栄養のとり方がよくわかる！  

深津 章子／監修 主婦の友社 T8 

小児科医が教える子どもの脳の成長段階で「そのとき、いちばん大切なこと」 

奥山 力／著 日本実業出版社 T9 

 

Ｓ 日野市や地域・行政に関する資料                                                

税務六法 令和３年版 通達編・１ 法令編・２ 法令編 

 日本税理士会連合会／編集 ぎょうせい SH5 

自治体の防災担当になったら読む本  

現場で役立つ仕事のノウハウがよくわかる！ 森田 修康／著 学陽書房 SX0 

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

新聞集成昭和編年史 昭和 42年版４  

明治大正昭和新聞研究会／編集制作 新聞資料出版 R217 

統計図表レファレンス事典 情報・通信・メディア  

日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ R548.3 

食料・農業・農村白書 令和３年版 農林水産省／編 農林統計協会 R610.5 

新しい国語表記ハンドブック 三省堂編修所／編 三省堂 R811 

俗語百科事典 米川 明彦／著 朝倉書店 R81 
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『恋する小倉百人一首』阿刀田 高／著 潮出版社 2011.11 

 

 本の背表紙を眺めるのが好きで、この本もそうやって背表紙を眺めているときに「小

倉百人一首に恋をするなんて面白いタイトルだな」と思って手に取りました。 

 この本は小倉百人一首について、「春から夏の歌」、「哲学的な歌」などといったテー

マごとに解説しているものです。こう聞くとなんとなくお堅い印象がありますが、エ

ッセイのような語り口でユーモアたっぷりに書かれているため読みやすいです。ま

た、その歌が詠まれた背景や、歌の作者はどのような人物なのかといったことも語ら

れているため、より歌の内容をイメージしやすくなっています。 

 百人一首の歌が詠まれたのは千年ほど前ですが、歌に詠まれている内容は現代でも

通じる部分がかなりあり、驚きました。古文というと苦手意識を持っている方もいら

っしゃると思いますが、この機会にぜひ千年前も今も変わらない人の心に触れてみて 

ください。（I） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館員の本箱 
 

---------------- お問い合わせは、お近くの図書館へ ---------------- 

中央図書館  586-0584   豊田 2-49-2 

（障害者サービス 581-7612）   

高幡図書館  591-7322   三沢 4-1-12 

日野図書館  584-0467   日野本町 7-5-14   

多摩平図書館 583-2561    多摩平 2-9 

平山図書館  591-7772   平山 5-18-2 

百草図書館  594-4646   百草 204-1ガーデンビュー石神Ｄ ２階 

市政図書室  514-8840    神明 1-12-1日野市役所 １階 

移動図書館  586-0584   豊田 2-49-2（中央図書館内） 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.irasutoya.com%2F2015%2F04%2Fblog-post_114.html&psig=AOvVaw2ranIPnFXDk0B69QIOgqKC&ust=1628577648831000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCIDAoM-qo_ICFQAAAAAdAAAAABAN
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館名 日付 時間 対象 

中央図書館 9 月 8 日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

9 月 30 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

高幡図書館 9 月 1 日(水) 

  

15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

日野図書館 9 月 15 日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

多摩平図書館 9 月 9 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

9 月 22 日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

百草図書館 9 月 15 日(水) 15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

平山図書館 9 月 16 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

 

 “絵本パック”とは、忙しくて本を選ぶ時間がない！どんな本を選んだらよ

いかわからない！などでお悩みの保護者の方が、バックでさっと借りていただ

けるセットです。 

たべもの・のりもの・どうぶつなどのテーマ別に３冊セットになっていますの

で、お好きなものをお選びください。 何が入っているかはお楽しみ。 １枚のカ

ードで 1 パック借りられます。 

現在中央・高幡・日野・平山・百草図書館でお借りいただけます。 

ぜひご利用ください！ 

※ 絵本パックは専用のバックに入っています。 バックに入れたまま貸出・返却

をしますので、そのまま図書館の窓口にお持ちください。 

（返却はブックポストでも返せます。） 

 

ご存知ですか？“絵本パック” 
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おはなし会の予定は、図書館 HP の「子どもと本 »おはなし会」でもご確認いただけます。 

URL：https://www.lib.city.hino.lg.jp/forkids/ohanasikai/index.html 
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曜日 時間 駐車場 住所 9 月 10 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：00～11：00 石田環境プラザ 石田 1-13-4 
2 日 

 

16 日 

7 日 

 

21 日 

14：20～14：40 南平丘陵公園 南平 8-8-3 

15：00～15：50 ｼﾃｨﾊｲﾂ日野旭が丘 旭が丘 4-7-5 

第 1 

・ 

第 3  

 

金 

10：10～10：40 水車公園 万願寺 2-28 

3 日 

 

17 日  

1 日 

 

15 日 

11：00～11：25 新坂下公園 新町 3-18-7 

休止 大坂西公園（注※） 大坂上 1-14-4 

14：00～14：25 栄町二丁目アパート 栄町 2-25 

14：40～15：15 緑ヶ丘公園 日野台 2-33-1 

15：25～15：55 七ツ塚公園 新町 5-20-1 

第 2第 4

水 
10：00～12：00 旭が丘地区センター 旭が丘 5-1-1 

（旭が丘中央公園内） 

8 日 

22 日 

13 日

27 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：10～10：40 新井わかたけ公園 石田 270 

9 日  

14 日 

 

28 日 

11：00～11：20 万願寺渡西公園 日野 7764 

11：30～12：00 万願寺中央公園 万願寺4-20-12 

14：00～14：30 ちょうまんぴら公園 百草 971-127 

14：40～15：20 百草団地アポロ広場 百草 999 

15：40～16：10 ほほえみ公園 南平 2-31-6 

 

第 2 

・ 

第 4  

 

金 

10：30～11：00 市営向川原団地 南平 5-30-1 

10 日 

 

24 日  

8 日 

 

22 日  

11：10～11：30 松風公園 南平 6-17-11 

11：40～12：00 貉谷戸公園 南平 9-16-10 

14：30～14：55 さいかちぜき公園 西平山 2-9-9 

15：15～15：45 西平山第１公園  西平山 5-28-1 

移動図書館ひまわり号 9 月・10 月巡回日程 

☂ 天候が悪い時は、巡回が中止になる場合があります。 

☆ご希望の本をリクエストカードに記入してください。次回以降の巡回日にお持ちします。  

 注※「大坂西公園」は工事のため、２０２２年６月（予定）まで巡回休止となります。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpublicdomainq.net%2Frice-dumplings-tsukimi-0000337%2F&psig=AOvVaw0cg-HKFVKNH9uTAxx3pvMo&ust=1628577955352000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCPjysearo_ICFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpublicdomainq.net%2Frice-dumplings-tsukimi-0000337%2F&psig=AOvVaw0cg-HKFVKNH9uTAxx3pvMo&ust=1628577955352000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCPjysearo_ICFQAAAAAdAAAAABAD

