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中央・高幡・日野・ 

多摩平・平山・百草（月曜日） 
5日、12日、26日 

市政図書室（日曜日・祝日） 4日、11日、18日、19日、23日、25日 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

２０２２年 ９月号 

№277 
 

★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。 

9月１9日、23日 
祝日開館 

市政図書室は除きます 

９月の休館日 
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日野市立図書館 連続講座（全５回） 

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「教科書に載った本」をテーマに、６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。 

 

 

  

第１回 10/２０(木）  『字のない葉書』／『ごはん』 

第２回 11/17(木)  『地獄変』   

第３回 12/15(木）  『さがしもの』 

第４回  1/19(木)  『愛されすぎた白鳥』 

第５回  2/16(木)  『檸檬』 

向田邦子/著 

芥川龍之介/著 

角田光代/著 

小川洋子/著 

梶井基次郎/著  

講座詳細 新型コロナウイルス感染症対応について 

時間  いずれも午前１０時３０分～１２時 

会場  高幡図書館 ２Ｆ 読書会室 

定員  １１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 

青木笙子（あおき 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。 

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。 

申し込み方法 

9/2（金）～９/１６（金） 

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 
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日野宿子ども発見隊 

《夏休み！親子で調べよう日野用水》を 

開催しました 

7 月 23 日（土）、新東光寺地区センター（栄町 3-14-1）前の用水で「夏

休み！親子で調べよう日野用水」を開催しました。 

気温 30 度を超える暑い日でしたが、小学生と保護者 9 組の参加者が、

網を使って楽しみながら、一生懸命、魚やエビを捕まえて観察しまし

た。なんと始まる直前に、日野宿発見隊の隊員が大きなモクズガニの

捕獲に成功！去年のヘビの捕獲につづき、今年も大物を目の前で観察

することができました。捕まえた生き物は、生き物に詳しい隊員の解

説を聞いてから、用水に返しました。 

野外で観察した後は、地区センターで涼みながら 

図書館職員が水辺に棲む生き物や、用水についての本を紹介しました。 

《八坂の祭り写真展》を開催します 

期間：9 月 1 日（木）～9 月 30 日（金）   

場所：八坂神社玉垣と南側フェンス及び森町消防小屋壁面など 

 

 【問合せ】 日野図書館（日野本町 7-5-14） 

電話 042-584-0467 

https://www.hinoshuku.com 

お知らせ 

Twitter 

http://hinoshuku.com/index.html
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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、新型コロナウィルス感染拡大のため実施方法を変えて行ってお

ります。 

昨年度より開館前の短い時間、多人数の人と会わないような形で

というお仕事条件にしていますが、たくさんの方が申し込んでくだ

さいました。 

今回残念ながら参加できなかった方、申し訳ありませんでした。 

 

市内在住の小、中学生が中央、高幡、日野、多摩平、平山、百草の

５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、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。普段はあまり

行かない大人の本の棚は探すのが大

変でしたが、諦めず頑張りました。 

  

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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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、元気に来て一緒に作業をしてくれて、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！ 

感想を一部抜粋してご紹介します 

⚫ 初めてジュニアスタッフを体験して図書館の仕事は大変だなと
実感しました。たくさんの思い出になりました。またいつか図書
館に行ってジュニアスタッフをできればと思います。 

⚫ 開館前の図書館で予約した本を出したり、本をもとの位置にもど
したりしていることは知らなかったので初めて体験しました。 
図書館の本がきれいにならべられているのは開館前にやってい
るということがわかったりしました。これからも図書館で気に入
った本を借りようと思います。 

間違ったところに入ってないかな？ 
探しやすいようにきれいに並べます。 
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図書館に入った新しい本 
6月 29日から 7月 26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                                       

初めて書籍を作った男 アルド・マヌーツィオの生涯  

アレッサンドロ・マルツォ・マーニョ／著 柏書房 020.2  

人生を変える！50歳からのライター入門 副業×定年準備× 

生きがいづくり しげぞう／著 時事通信出版局 021.3  

ときめきのミュージアムグッズ 大澤 夏美／著 玄光社 069  

国際報道を問いなおす ウクライナ戦争とメディアの使命 

 杉田 弘毅／著 筑摩書房 070.4/ｽ 

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           
哲学するってどんなこと？ 金杉 武司／著 筑摩書房 104/ｶ 

「みんな違ってみんないい」のか？ 相対主義と普遍主義の問題 

 山口 裕之／著 筑摩書房 104/ﾔ 

人はどこまで合理的か 上・下 スティーブン・ピンカー／著 草思社 115.3  

タイプ別怒れない私のためのきちんと怒る練習帳  

安藤 俊介／著 CCCメディアハウス 141.6  

「ありがとう」の教科書 良いことばかりが降りそそぐ感謝の技術 30  

武田 双雲／著 すばる舎 159  

居場所がないのがつらいです 高橋 源一郎／著 毎日新聞出版 159  

生きることに○×はない 戸井田 道三／著 新泉社 159.7  

自分を好きになれない君へ 野口 嘉則／著 小学館 159.7  

リセット発想術 常識のほぐし方 小山 薫堂／著 河出書房新社 159.7  

北欧神話 100の伝説 パトリック・ゲルパ／著 白水社 162.38  

和尚が伝える心が軽くなるブッダの言葉 悩みや不安がスーッと消える  

大愚元勝／著 大洋図書 183  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

「お金」で読む日本史 本郷 和人／監修 祥伝社 210.4/ﾎ 

古代の人・ひと・ヒト 名前と身体から歴史を探る 三宅 和朗／著 吉川弘文館 213  

日本はこうしてつくられた ２ カラー版 安部 龍太郎／著 小学館 214  

NEW 
A R R I V A L 
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

諍いだらけの室町時代 戦国へ至る権力者たちの興亡  

渡邊 大門／編 柏書房 214.6  

歴史イラストでわかる幕末の江戸と暮らし  

スイス外交官らが写しとった庶民の姿 大津樹／編 IBCパブリッシング 215.8  

日清・日露戦史の真実 『坂の上の雲』と日本人の歴史観  

渡辺 延志／著 筑摩書房 216.5  

石原莞爾と山本五十六 失敗の本質  

村田 精久／著 文藝春秋企画出版部 217.4  

昭和と日本人 失敗の本質 半藤 一利／著 KADOKAWA 217.5  

昭和史講義 戦後文化篇上・戦後文化篇下 筒井 清忠／編 筑摩書房 217.6  

禁断の中国史 百田 尚樹／著 飛鳥新社 222  

組織で生き延びる 45の秘策 世界の“巨匠”の失敗に学べ！ 

 池上 彰／著 中央公論新社 280.4/ｲ 

佐久間象山 源 了圓／著 吉川弘文館 281/ｻ 

江戸の庶民から武士まで 200年家系図をつくる本  

大きな字でよくわかる 橋本 雅幸／著 旬報社 288.2  

図説戦国里見氏 房総の海・陸を制した雄族のクロニクル 

 滝川 恒昭／編著 戎光祥出版 288.3  

世界の魅力的なビーチと湖 息をのむほど美しいビーチと癒やしのレイクサイド 

を旅の雑学とともに解説 地球の歩き方編集室／編集 地球の歩き方 290.9  

京都ゆとりの旅 大きな文字で読みやすい 実業之日本社 291  

首都圏発おいしい道の駅ドライブ 2022 昭文社 291  

地球の歩き方 aruco東京ひとりさんぽ 地球の歩き方 291.36  

東京の古墳を探る 松崎 元樹／著 吉川弘文館 291.36  

神奈川の教科書 JTBパブリッシング 291.37  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

現代ホンジュラスを知るための 55章  

中原 篤史／編著 明石書店 302.57  

下り坂のニッポンの幸福論  

内田 樹／著 青幻舎 304/ｳ 

理想の国へ 歴史の転換期をめぐって  

大澤 真幸／著 中央公論新社 304/ｵ 

岸田政権の正体 米国と富裕層の“犬”  

横田 一／著 緑風出版 312.1  

WEBからも《予約》 
できます 

※あらかじめ、窓口で 
パスワードの発行が 
必要です。 

ログインは 
こちら☞ 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

ウクライナ危機後の世界 ユヴァル・ノア・ハラリ／著 宝島社 319.38  

ロシア・ウクライナ戦争と日本の防衛 渡部 悦和／著 ワニ・プラス 319.38  

米露諜報秘録 1945-2020 冷戦からプーチンの謀略まで  

ティム・ワイナー／著 白水社 319.53  

国連安保理とウクライナ侵攻 小林 義久／著 筑摩書房 319.9  

自衛隊と憲法 危機の時代の憲法論議のために 木村 草太／著 晶文社 323.1  

忘れられた日本憲法 私擬憲法から見る幕末明治  

畑中 章宏／著 亜紀書房 323.1  

初めての人のための契約書の実務 読み方・作り方・交渉の 

考え方 牧野 和夫／著 中央経済社 324.5  

成年後見制度の落とし穴 宮内 康二／著 青志社 324.6  

信託法 道垣内 弘人／著 有斐閣 324.8  

99%失敗しない新規事業の創り方 松本 剛徹／著 ぱる出版 335  

プロジェクトマネジメントの基本がこれ１冊でしっかり身につく本 

 前田 和哉／著 技術評論社 336  

数値化メソッド見るだけノート 数字が苦手でも業績が爆発的にあがる！ 

 三木 雄信／監修 宝島社 336.1  

DX実践超入門 内山 悟志／著 エムディエヌコーポレーション 336.1  

マッキンゼー新規事業成功の原則 Leap for growth  

野中 賢治／著 日経 BP日本経済新聞出版 336.1  

図解いちばん親切な税金の本 22-23年版 高橋 創／著 ナツメ社 345  

「女子ボス」のトリセツ 川村 佳子／著 フォレスト出版 361.4  

世界最高の雑談力 「人生最強の武器」を手に入れる！ 

「伝説の家庭教師」がこっそり教える一生、会話に困らない超簡単 50のルール  

岡本 純子／著 東洋経済新報社 361.4  

なぜ、あの人には何でも話してしまうのか 心理カウンセラーのすごい「聞く技術」  

山根 洋士／著 アスコム 361.4  

会社を辞めるときの手続き得ガイド 他人は教えてくれない 

 土屋 信彦／著 アニモ出版 366.4  

事実婚と夫婦別姓の社会学 阪井 裕一郎／著 白澤社 367.4  

身近な人も安心できる生前の手続きと整理のすべて  

これだけやれば大丈夫！ 岡 久／著 自由国民社 367.9  

君にもできる刃物犯罪対処マニュアル  

 元特殊部隊隊員が教える危機管理と護身術入門 SOU／著 誠文堂新光社 368.6  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

図解でわかる精神疾患とケア 対人援助職のための  

植田 俊幸／編 中央法規出版 369.2  

わたし生活保護を受けられますか  

全国 10,000件申請サポートの特定行政書士が事例で解説申請から決定まで  

三木 ひとみ／著 ペンコム 369.2  

原爆投下、米国人医師は何を見たか  

マンハッタン計画から広島・長崎まで、隠蔽された真実  

ジェームズ・L.ノーラン Jr.／著 原書房 369.3  

2040教育のミライ 礒津 政明／著 実務教育出版 370.4/ｲ 

６カ国転校生ナージャの発見  

キリーロバ・ナージャ／著 集英社インターナショナル 372  

忘れられた日本の村 筒井 功／著 河出書房新社 382.1  

東京盆踊り天国 踊る・めぐる・楽しむ  

佐藤 智彦／著 山と溪谷社 386.8  

日本のしきたり イラスト＆図解でわかる  

新谷 尚紀／監修 出版芸術社 386.81  

江戸の怪談がいかにして歌舞伎と落語の名作となったか  

櫻庭 由紀子／著 笠間書院 388.1  

コスタリカ伝説集 エリアス・セレドン／編 国書刊行会 388.57  

目に見えない戦争 デジタル化に脅かされる世界の安全と安定 

 イヴォンヌ・ホフシュテッター／著 講談社 391.6  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

世界の研究者が調べたすごすぎる実験の図鑑 カンゼン 404  

周期表 元素の並びに秘められた法則  

ニュートン編集部／編著 ニュートンプレス 431.1  

すばらしき宇宙の図鑑 宇宙飛行士だから知っている  

野口 聡一／著 KADOKAWA 440  

極限大地 地質学者、人跡未踏のグリーンランドをゆく  

ウィリアム・グラスリー／著 築地書館 450.97  

富士山はいつ噴火するのか？ 火山のしくみとその不思議 

 萬年 一剛／著 筑摩書房 453.8  

わが植物愛の記 牧野 富太郎／著 河出書房新社 470.4/ﾏ 

変形菌 発見と観察を楽しむ自然図鑑 川上 新一／解説 山と溪谷社 473.3  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

日本のキノコ 275 柳沢 まきよし／著 文一総合出版 474.8  

土の中の生き物たちのはなし 島野 智之／編 朝倉書店 481.7  

「クワカブの部屋」公式世界のカブトムシ・クワガタ飼い方＆ 

原色図鑑 三森 大輔／著 コスミック出版 486.6  

タモ網 1本ではじめられる魚とり 実践テクニックと生き物図鑑 

 仲 義輝／著 山と溪谷社 487.5  

What is Tanuki？ 佐伯 緑／著 東京大学出版会 489.5  

クジラ・イルカの雑学図鑑 あらた ひとむ／著 海文堂出版 489.6  

家で死のう！ 緩和ケア医による「死に方」の教科書  

萬田 緑平／著 三五館シンシャ 490.14  

人体 様々な器官の連携が命を支える  

ニュートン編集部／編著 ニュートンプレス 491.3  

心はこうして創られる 「即興する脳」の心理学  

ニック・チェイター／著 講談社 491.37  

１回 30秒で、腰痛が治る！「ねたままストレッチ」  

山口 正貴／著 三笠書房 493.6  

医者の僕が認知症の母と過ごす 23年間のこと  

森田 豊／著 自由国民社 493.75  

なぜ、認知症の人は家に帰りたがるのか  

脳科学でわかる、ご本人の思いと接し方 恩蔵 絢子／著 中央法規出版 493.75  

認知症パンデミック 飯塚 友道／著 筑摩書房 493.75  

医者が「言わない」こと 近藤 誠／著 毎日新聞出版 498.04  

カラダが 10歳若返る鎌田式ずぼらストレッチ  

開脚はできなくていい！ 鎌田 實／著 宝島社 498.3  

名医が教える自律神経できれいになるメソッド 50  

小林 弘幸／著 ポプラ社 498.3  

なぜ、あの人はよく眠れるのか 元気な自分を取り戻す 101の快眠メソッド 

 小林 弘幸／著 主婦と生活社 498.36  

70歳からの生き方が寿命を決める！ 健康長寿の新常識  

和田 秀樹／監修 宝島社 498.38  

毎年 9月 21日は「世界アルツハイマーデー」 

図書館では、認知症に関する資料のテーマ展示を 
9月に行っています。また、オレンジ色のブレスレット
は認知症の人を支援する意思表示です。 

豆知識 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

斎藤一人 炎の浄化 心の汚れを燃やし尽くす瞑想法  

斎藤 一人／著 マキノ出版 498.39  

やせる！血圧、血糖値が下がる！キャベツ特効レシピ  

14kg８kg５kgやせた！ マキノ出版 498.58  

「想定外」をやっつけろ！ 

 検証・なぜ墨田区はコロナ禍第５波で重症者を出さなかったのか  

江川 紹子／著 時事通信出版局 498.6  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

イームズを読み解く 図面からわかった、その発想とデザイン 

 寺原 芳彦／著 誠文堂新光社 501.8  

災害とトイレ 緊急事態に備えた対応  

日本トイレ協会／編 柏書房 518.5  

調査報道記者 国策の闇を暴く仕事 日野 行介／著 明石書店 543.4  

基礎からの Web開発リテラシー Webアプリ・Webサイトを公開する前に 

知っておきたいプログラミング技術“以外”の知識  

増井 敏克／著 技術評論社 548.3  

図解でやさしくわかるネットワークのしくみ超入門  

網野 衛二／著 技術評論社 548.3  

今すぐ使えるかんたん Windows 11完全ガイドブック 

困った解決＆便利技 2022-2023年最新版  

リブロワークス／著 技術評論社 548.4  

エクセル兄さんが教える世界一わかりやすい MOS教室  

たてばやし 淳／著 PHP研究所 548.4  

UMLのしくみと実装がこれ 1冊でしっかりわかる教科書  

尾崎 惇史／著 技術評論社 548.4  

パワーエレクトロニクス カラー徹底図解 赤津 観／監修 ナツメ社 549  

IT戦争の支配者たち 「半導体不足」で大崩壊する日本の産業 

 深田 萌絵／著 清談社 Publico 549.8  

アイス部手帳 アイス部／著 幻冬舎 588.3  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

農業者になるには 大浦 佳代／著 ぺりかん社 611.7  

野菜と果物すごい品種図鑑 知られざるルーツを味わう  

竹下 大学／著 エクスナレッジ 626  
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◆◆◆６００ 産業・交通・通信（つづき）◆◆◆ 
レンタルスペース投資の教科書 堅実な資産運用をしたいなら 

この 1冊！ 坂口 康司／著 自由国民社 673.9  

台湾流通革命 流通の父・徐重仁に学ぶビジネスのヒント  

佐宮 圭／著 筑摩書房 675.4  

地理学で読み解く流通と消費 コンビニはなぜ集中出店するのか  

土屋 純／著 ベレ出版 675.4  

ヒギンズさんが撮った東京急行電鉄  

J.Wally Higgins／写真 アルファベータブックス 686.21  

ライバル鉄道徹底研究！ 川島 令三／著 天夢人 686.21  

東京の名駅舎 大内田 史郎／著 草思社 686.5  

チコちゃんの素朴なギモン３６５ 答えられないと叱られる！？ 

 NHK「チコちゃんに叱られる！」制作班／監修 宝島社 699.9  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

とびだせ！長谷川義史 ぼくの歩いてきた道  

長谷川 義史／著 求龍堂 726.5  

花火が写る絶景撮影術 井上 嘉代子／監修 双葉社 743.5  

東京大学「ボーカロイド音楽論」講義 鮎川 ぱて／著 文藝春秋 767.8  

満映秘史 栄華、崩壊、中国映画草創 石井 妙子／著 KADOKAWA 778.21  

嵐を呼ぶ女 アカデミー賞を獲った日本人女性映画プロデューサー、 

愛と闘いの記録 吉崎 道代／著 キネマ旬報社 778.28/ﾖ 

三遊亭兼好 立ち噺 独演会オープニングトーク集  

三遊亭 兼好／著 竹書房 779.1  

中高生のスポーツハローワーク  

スポーツを仕事にしたい君へ 学研プラス 780  

YAMAP山登りベストコース関東周辺版 No.1登山アプリの 

ユーザーの声から生まれた ヤマップ／著 KADOKAWA 786.1  

全国キャンプ場ガイド 2022東日本編・西日本編 昭文社 786.3  

釣りの「仕掛け」検索 海川湖 200魚種を網羅！  

つり人社書籍編集部／編 つり人社 787.1   

あの棋士はどれだけすごいの？会議 高野 秀行／著 扶桑社 796  

 

８００ 語学                                                        
子どもに学ぶ言葉の認知科学 広瀬 友紀／著 筑摩書房 801.4  

漢字が日本語になるまで 音読み・訓読みはなぜ生まれたのか？ 

 円満字 二郎／著 筑摩書房 811.2  
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９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

笑いの力、言葉の力 井上ひさしのバトンを受け継ぐ  

渡邉 文幸／著 理論社 910.2/ｲ 

ドナルド・キーンと俳句 毬矢 まりえ／著 白水社 911.3  

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

やっと訪れた春に 青山 文平／著 祥伝社 913.6/ｱｵﾔ 

マイ・プレゼント 青山 美智子／著 PHP研究所 913.6/ｱｵﾔ 

はぐれ鴉 赤神 諒／著 集英社 913.6/ｱｶｶ 

凍る草原に鐘は鳴る 天城 光琴／著 文藝春秋 913.6/ｱﾏｷ 

蹴れ、彦五郎 今村 翔吾／著 祥伝社 913.6/ｲﾏﾑ 

サウンド・ポスト 岩城 けい／著 筑摩書房 913.6/ｲﾜｷ 

いつもだれかが見ている 大竹 昭子／文 亜紀書房 913.6/ｵｵﾀ 

ハル、色 竹本義太夫伝 岡本 貴也／著 幻冬舎 913.6/ｵｶﾓ 

やわ肌くらべ 奥山 景布子／著 中央公論新社 913.6/ｵｸﾔ 

家庭用安心坑夫 小砂川 チト／著 講談社 913.6/ｺｻｶ 

仮面の復讐者 浜中刑事の逆転 小島 正樹／著 南雲堂 913.6/ｺｼﾏ 

恋ふらむ鳥は 澤田 瞳子／著 毎日新聞出版 913.6/ｻﾜﾀ 

道 白石 一文／著 小学館 913.6/ｼﾗｲ 

先祖探偵 新川 帆立／著 角川春樹事務所 913.6/ｼﾝｶ 

ギフテッド 鈴木 涼美／著 文藝春秋 913.6/ｽｽｷ 

掬えば手には 瀬尾 まいこ／著 講談社 913.6/ｾｵ 

箱庭の巡礼者たち 恒川 光太郎／著 KADOKAWA 913.6/ﾂﾈｶ 

号外！幕末かわら版 土橋 章宏／著 角川春樹事務所 913.6/ﾄﾊｼ 

あさとほ 新名 智／著 KADOKAWA 913.6/ﾆｲﾅ 

紙の梟 ハーシュソサエティ 貫井 徳郎／著 文藝春秋 913.6/ﾇｸｲ 

点滅するものの革命 平沢 逸／著 講談社 913.6/ﾋﾗｻ 

丹吉 松村 進吉／著 KADOKAWA 913.6/ﾏﾂﾑ 

天海 三田 誠広／著 作品社 913.6/ﾐﾀ 

金網の向こう ぼくは米軍基地にある小学校に一年間通った 

 向山 貴彦／文 角川春樹事務所 913.6/ﾑｺｳ 

星屑 村山 由佳／著 幻冬舎 913.6/ﾑﾗﾔ 

残星を抱く 矢樹 純／著 祥伝社 913.6/ﾔｷ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

カヨと私 内澤 旬子／著 本の雑誌社 914.6/ｳﾁｻ 
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◆◆◆９１４．６～９１７ 日本のエッセイ（つづき）◆◆◆ 

75歳、油揚がある 太田 和彦／著 亜紀書房 914.6/ｵｵﾀ 

超傑作選ナンシー関リターンズ 生誕 60年没後 20年  

ナンシー関／著 世界文化ブックス 914.6/ﾅﾝｼ 

スマホになじんでおりません 群 ようこ／著 文藝春秋 914.6/ﾑﾚ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

三体 X 観想之宙 宝樹／著 早川書房 923/ﾊ 

プリズム ソン ウォンピョン／著 祥伝社 929.1/ｿ 

呑み込まれた男 エドワード・ケアリー／著 東京創元社 933/ｹ 

帰りたい カミーラ・シャムジー／著 白水社 933/ｼ 

英雄コナン全集 1 ロバート・E.ハワード／著 新紀元社 933/ﾊ 

あの人たちが本を焼いた日 ジーン・リース短篇集  

ジーン・リース／著 亜紀書房 933/ﾘ 

祖父の祈り マイクル・Z.リューイン／著 早川書房 933/ﾘ 

自閉症のぼくは書くことで息をする 14歳、ナチュラリストの日記 

 ダーラ・マカナルティ／著 辰巳出版 934/ﾏ 

華麗な復讐株式会社 ヨナス・ヨナソン／著 西村書店 949.8/ﾖ 

ポール・ヴァレリーの遺言 わたしたちはどんな時代を生きているのか？  

保苅 瑞穂／著 集英社 950.2/ｳ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

八咫烏の罠 書き下ろし長編時代小説 麻倉 一矢／著 二見書房 BN/ｱｻ 

まず、自分を整える 毎日、ふと思う 帆帆子の日記 21  

浅見 帆帆子／著 幻冬舎 BN/ｱｻ 

リセット 五十嵐 貴久／著 幻冬舎 BN/ｲｶ 

番所医はちきん先生休診録 ４ 井川 香四郎／著 幻冬舎 BN/ｲｶ 

悲愁の花 仕立屋お竜 岡本 さとる／著 文藝春秋 BN/ｵｶ 

魚心あれば 釣りエッセイ傑作選 開高 健／著 河出書房新社 BN/ｶｲ 

十手家業 金子 成人／著 小学館 BN/ｶﾈ 

熱源 川越 宗一／著 文藝春秋 BN/ｶﾜ 

伊豆の踊子 川端 康成／著 新潮社 BN/ｶﾜ 

潮来舟唄 書き下ろし長編時代小説 倉阪 鬼一郎／著 二見書房 BN/ｸﾗ 

父の声 小杉 健治／著 文藝春秋 BN/ｺｽ 

焦眉 今野 敏／著 幻冬舎 BN/ｺﾝ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

八丁越 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

無恥の恥 酒井 順子／著 文藝春秋 BN/ｻｶ 

雪の別れ 連作時代小説 坂岡 真／著 小学館 BN/ｻｶ 

私のマルクス 佐藤 優／著 文藝春秋 BN/ｻﾄ 

雛あられ 篠 綾子／著 角川春樹事務所 BN/ｼﾉ 

オブジェクタム/如何様 高山 羽根子／著 朝日新聞出版 BN/ﾀｶ 

想い出すのは 田牧 大和／著 文藝春秋 BN/ﾀﾏ 

神奈川県警「ヲタク」担当細川春菜 ３ 鳴神 響一／著 幻冬舎 BN/ﾅﾙ 

若殿はつらいよ 15 書下ろし長編時代小説 鳴海 丈／著 コスミック出版 BN/ﾅﾙ 

相棒は副将軍 ２ 書下ろし長編時代小説 早見 俊／著 コスミック出版 BN/ﾊﾔ 

殿さま忍者 ７ 書下ろし長編時代小説 聖 龍人／著 コスミック出版 BN/ﾋｼ 

海がきこえる 氷室 冴子／著 徳間書店 BN/ﾋﾑ 

菓子屋横丁月光荘 ５ ほしお さなえ／著 角川春樹事務所 BN/ﾎｼ 

聖夜のおでん 山口 恵以子／著 角川春樹事務所 BN/ﾔﾏ 

十三角関係 山田 風太郎／著 河出書房新社 BN/ﾔﾏ 

Yuming Tribute Stories 小池 真理子／著 新潮社 BN  

アルハンブラ物語 W.アーヴィング／著 光文社 B/ｱｳ 

特捜部 Q ８－１・８－２ ユッシ・エーズラ・オールスン／著 早川書房 B/ｴｽ 

田舎医者/断食芸人/流刑地で カフカ／著 光文社 B/ｶﾌ 

狼たちの宴 アレックス・ベール／著 扶桑社 B/ﾍﾙ 

突然の奈落 リチャード・レヴィンソン／著 扶桑社 B/ﾚｳ 

番人の失われた贈り物 アルント・エルマー／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

 

Ｔ 暮らし                                                

エコな毎日 プラスチックを減らすアイデア 75× 

基礎知識×環境にやさしいモノ選びと暮らし方 中嶋 亮太／著 翔泳社 T0  

知らないと大損する老後の「お金」の裏ワザ  

荻原 博子／著 SBクリエイティブ T0  

60歳からはじめて人生が楽しくなる 100のこと 宝島社 T0  

家庭科３だった私が家でも外でも 100%手作り服でコーディネイトしています。  

津田 蘭子／著 ワニブックス T11  

憧れのパイナップル模様とモチーフつなぎのレース 日本ヴォーグ社 T14  

お花のレースドイリー 美しい手仕事 アップルミンツ T14  

Frog and Toadクロスステッチ BOOK 名作絵本の世界が、かわいい刺繍になりました  

宗 のりこ／刺繍デザイン・制作 誠文堂新光社 T15  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

基本の編み方で作るはじめての紙バンド  

きれいに作るコツがいっぱい 村上 秀美／著 日本ヴォーグ社 T19  

シルバニアファミリーの着せ替え＆コスチュームブック  

刺しゅう糸で編むかぎ針編み アップルミンツ T19  

体罰ゼロのポチパパ流犬のしつけ大全 どんな困った犬もこれで大丈夫！ 

 北村 紋義／著 KADOKAWA T3  

青パパイヤのレシピ 酵素のパワーで元気になる！  

+Pプロジェクト／著 池田書店 T41  

あやの魔法の調味料レシピ ２ あや／著 宝島社 T41  

“炒めない”炒めもの 今井 亮／著 主婦と生活社 T41  

粉 100、水 50でつくるすいとん minokamo／著 技術評論社 T41  

ヴィーガンサンドイッチ 今井 ようこ／著 東京書籍 T45  

arikoの喫茶室 家で楽しむかんたんお菓子 ariko／著 マガジンハウス T46  

チェリーのお菓子 藤野 貴子／著 文化学園文化出版局 T46  

からだが整うゆるヴィーガン・レシピ 野菜がおいしいわが家の 

新定番 庄司 いずみ／著 世界文化ブックス T49  

図解リノベーション大百科 エクスナレッジ T5  

楽しくできる！DIYで作る家具・小物 山田 芳照／著 ナツメ社 T5  

リノベの心配ごとが全部なくなる本 住宅リノベーション 2000件以上を 

成功させてきたプロが初めて明かす 52の必須ポイント 

 西尾 肇／著 東洋経済新報社 T5  

日陰と小さなスペースの庭づくり 主婦の友社／編 主婦の友社 T6  

ぼくらは人間修行中 はんぶん人間、はんぶんおさる。  

二宮 敦人／著 新潮社 T8  

 

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

税務六法 令和 4年版 通達編・法令編１・法令編２  

日本税理士会連合会／編集 ぎょうせい SH5  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

ケルト神話・伝承事典 木村 正俊／著 論創社 R162.3  

子ども白書 2022 日本子どもを守る会／編 かもがわ出版 R369.4  

アイヌ文化史辞典 関根 達人／編 吉川弘文館 R382.1  

造園大百科事典 亀山 章／総編集 朝倉書店 R629 
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『ブラインドメイク物語 

視覚障害者もメイクの力で人生が変わる!』 

大石華法／編著 2017.8 メディカ出版 

「目が見えなくなってしまい、お化粧を自分でできなくなってしまったこと

が辛いんです。視覚障害者はお化粧をすることを諦めないといけないので

すか？」 

ある日、図書館のお客様から切実なご相談をいただきました。そして、こ

のご相談に一筋の光となるかもしれないと思える本を見つけ、ご紹介した

ときのお客様の喜びを忘れることができません。 

『ブラインドメイク物語 視覚障害者もメイクの力で人生が変わる!』 大石

華法／編著、メディカ出版、2017 年。視覚障害者のために開発されたメイ

ク方法である「ブラインドメイク」を多くの人に知っていただくことを目的と

し、メイクを習得したことで自信が生まれ、生き生きと社会参加している視

覚に障害のある女性の体験記が収録された１冊です。合わせてブラインドメ

イク指導者の専門資格である「化粧訓練士」についても紹介されています。 

この本はブラインドメイクそのものはもちろん、「障害者である前に当然

のごとく一人の人として人生を謳歌しよう」という大切なメッセージを発信

し続けています。 （R） 

 

図書館員の本箱 

病気や障害をお持ちの方へのサービスのご案内 

 日野市立図書館では、病気や障害のために、文字を読むことが困難な方へ、

いろいろなサービスを行っています。 

⚫ 録音図書・点訳図書の貸出 

⚫ 対面朗読 

 いずれも無料で受けられるサービスで、プライバシーは完全に守られます。 

詳しくは担当までお問合せください。 

【お問合せ先】中央図書館 障害者サービス担当（電話 042-581-7612） 

⚫ 点字講習、音声パソコン等の講習 

⚫ 宅配・郵送サービス      など 
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開催館 日付 時間 対象 

中央
ちゅうおう

図書館 
９月１４日(水) 

15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生(5 名) 

９月２２日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

高幡
たかはた

図書館 ９月７日(水)  

15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生(6 名) 

日野
ひ の

図書館 ９月２１日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

多摩平
たまだいら

図書館 

９月８日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

９月２８日(水) 
15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生(６名) 

平山
ひらやま

図書館 ９月１５日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

百草
も ぐ さ

図書館 ９月２１日(水) 

15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生(5 名) 

 

「おはなし会」ってなにするの？ 

絵本のよみきかせやストーリーテリング（むか

しばなしなどをおぼえて、絵をみせずにかたるこ

と）などをたのしむ会です。 

手あそびや、図書館に入ったばかりの、あたら

しい本の紹介もしています。気軽に参加してね♪ 

小学生向け 

おはなし会は 

申込み制です! 

 

※小学生の回の 
申し込み方法 
来館または電話 
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子どもの本についてご相談がありましたら、おはなし会の時間に限らず、

いつでも図書館職員にお声かけください。お待ちしています。 
 

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 

※QR コードからもアクセスできます 

 

1. 来館前の検温など、体調確認をお願いいたします。 

体調の悪い方は、来館をお控えください。 

2. 来館前後の手指の消毒、または手洗いをお願いいたします。 

3. 保護者の方は、マスクの着用をお願いします。 

4. 図書館職員はマスクを着用し、図書館職員と参加者は距離を 
取ります（1ｍ以上）。 

---------------- 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      豊田 2-49-2（中央図書館内） 

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Ｄ２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） 
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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 
1 日 

 

15 日 

6 日 

 

20 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 2 日 

 

16 日  

7 日 

 

21 日 11：00～11：25 新坂下公園 新町 3-18-7 

11：35～12：00 大坂西公園（注※） 大坂上 1-14-4 2日 休止 

14：00～14：25 栄町二丁目アパート 栄町 2-25 
2 日 

 

16 日 

7 日 

 

21 日 

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） 

14 日 

28 日 

12 日 

26 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：10～10：40 新井わかたけ公園 石田 270 

8 日 

 

22 日 

13 日 

 

27 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 

9 日 

14 日 

 

28 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。 

注※「大坂西公園」は 9/2 臨時巡回。以後、工事のため休止します。 

巡回再開は決まり次第、お知らせ致します。 


