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２０１９年 10月 №242 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

10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、午前８時３０分～午後５時１５分 
 

 

 

中央図書館（太字は臨時休館） 7日 14日 21日 28日    

高幡・日野・多摩平・平山

百草（月曜日） 
7日 21日 28日     

市政図書室（日曜日・祝日） 6日 13日 14日 20日 22日 27日  

 

今月のひろば 

P.2  中学生の！中学生による！中学生のための！！ 

米澤穂信さん講演会 

P.3  手をつなごう こどもまつり 

   中央図書館トイレ工事をおこなっています  

P.4  障害者サービス紹介 

P.5  読み聞かせに向く絵本の紹介 

P.6  図書館に入った新しい本 

P.23 図書館員の本箱 

   10月のおはなし会 

P.24 移動図書館ひまわり号巡回日程 
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11月 4日（月・祝） 

午後 1時 30分 ～ 3時 30分  午後１時開場 

 

多摩平の森ふれあい館 3階 集会室 6 

日野市多摩平 2-9 JR豊田駅北口から徒歩９分 

※できるだけ公共交通機関をご利用ください 

 

「古典部シリーズ」や『本と鍵の季節』などでおなじみの大人気作家、米澤穂信さ

んをお招きして、本の世界や読書の楽しさについて語っていただく講演会です。 

この講演会は、市内各中学校の代表生徒 24名が企画・運営を行っています。クイ

ズ大会や本の紹介などなど、同世代に向けて読書の楽しさを発信するコーナーも盛

りだくさん！ぜひご参加ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 

場所 

■ 申込方法：①中央図書館まで電話 ②市内各図書館窓口 ③FAX 

中学生は申込不要です！直接会場までお越しください。 

■ 申込期間：10月 3日（木）10時から 10月 16日（水）17時まで 

※申込多数の場合は、市内在住・青少年優先の上抽選を行います。 

■ 定員：20名 手話通訳あり 

■ 費用：無料 

■ お問い合わせ：日野市立中央図書館   電話 042-586-0584 

FAX 042-586-0579 

 

令和元年度日野市立図書館子ども読書活動推進事業 

中学生の！中学生による！中学生のための！！ 
 

中学生以外でご希望の方は・・・ 



3 

 

 

手をつなごう こどもまつり 

 

楽しい催しものがたくさん 

 今年もひまわり号が参加します！！ 

本の貸出だけでなく、いろいろな工作もあります！ 

遊びに来てくださいね 

日時：10月１３日（日）午前 10時～午後２時 30分 

場所：日野中央公園（日野市役所前） 

《雨天の場合》第七小学校体育館で行いますが、ひまわり号は参加しません。 

問合せ：①おまつりについて・・子ども部子育て課（直通） 

（℡）042-514-8579 

          ②ひまわり号について・・中央図書館（℡）042-586-0584 

 

 

 

 

中央図書館の１階トイレをリニューアルするための工事を 9 月 26 日から

実施しています。工事期間中は、騒音のほかに、１階トイレが使えなくな

ることにより、なにかとご不便をおかけしますが、ご理解のほどお願い申

し上げます。 

なお、正面玄関脇に仮設トイレを設置しています。 
 

工事期間中は、仮設トイレ
のご使用をお願いします。 
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日野市立図書館では、活字の図書を読むことが

困難な方へ、録音図書の貸出を行っています。その

中でも、音声 CD 図書は、ご自宅にある市販の CD

プレイヤーで再生可能です。 

 

 当館で所蔵している音楽 CDはもちろん、その他に

も全国の図書館と協力体制をとり、病気や高齢等に

より、活字を読むことが困難な方へさらに多くのタイ

トルの音声 CD図書を貸し出しています。 

落語、懐かしいラジオドラマやラジオ番組、名作の

朗読、講演会などあります。 

詳細は障害者サービス担当までお問合せください。 

 

電話：581-7612 

 

障害者用音声 CD図書を 

貸し出しています!! 
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日時・時間 開催場所 問い合わせ先 

 2019年 

10月 15日（火） 

１０：３０～１１：００ 

 

平山図書館 

 

℡ 591-7772 

（平山図書館） 

お問い合わせ   各図書館 又は図書館ホームページをご覧ください 

 

 

 

図書館キャラクターの『のら』です！ 

 

 

図書館読書パスポート 

読んだ本が記録できます。図書館で読んだ 

本の数だけ、『のら』のスタンプが押せます！ 

内容 読み聞かせにどんな本を選んだらいいのだろう・・？ 

保護者を対象に、図書館職員が読み聞かせに向く絵本や、

季節にあった本、新刊書などを紹介します！！ 

＊申し込みは不要です。実習はありません。 

＊図書館のカウンターでもご相談にのります。 

対象 小学校などで読み聞かせをされる保護者の方 
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図書館に入った 新 し い 本 
7月 25日から 8月 22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                                       

学び効率が最大化するインプット大全  

樺沢 紫苑／著 サンクチュアリ出版 002 

図書館情報学概論 デビッド・ボーデン／著 勁草書房 010 

彗星図書館 皆川 博子／著 講談社 019 

自己検証・危険地報道 安田 純平／著 集英社 070.1 

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

哲学と宗教全史 出口 治明／著 ダイヤモンド社 102 

宇宙はなぜ哲学の問題になるのか 伊藤 邦武／著 筑摩書房 112 

恐い旅 異界探訪記 松原 タニシ／著 二見書房 147 

佐藤優直伝！最強の働き方 令和時代の生存戦略  

佐藤 優／著 自由国民社 159 

happy money 一瞬で人生を変えるお金の秘密  

Ken Honda／著 フォレスト出版 159 

はじめてのギリシア神話 松村 一男／著 筑摩書房 162.31 

みんな、忙しすぎませんかね？ しんどい時は仏教で考える。 

 笑い飯・哲夫／著 大和書房 180.4/ｼ 

レンマ学 中沢 新一／著 講談社 183.4 

御朱印でめぐる鎌倉のお寺  

『地球の歩き方』編集室／著 ダイヤモンド・ビッグ社 185.9 

親鸞「六つの顔」はなぜ生まれたのか 大澤 絢子／著 筑摩書房 188.7 
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２００ 歴史・伝記・地理                                                

海辺を行き交うお触れ書き 浦触の語る徳川情報網  

水本 邦彦／著 吉川弘文館 215 

江戸文化いろはにほへと 粋と芸と食と俗を知る愉しみ  

越後屋 助七／著 亜紀書房 215 

帝国に生きた少女たち 京城第一公立高等女学校生の植民地 

経験 広瀬 玲子／著 大月書店 217.5 

昭和・平成精神史 「終わらない戦後」と「幸せな日本人」  

磯前 順一／著 講談社 217.6 

地図で読み解く日本統治下の台湾 陸 傳傑／著 創元社 222.4 

アメリカにおけるヒロシマ・ナガサキ観 

エノラ・ゲイ論争と歴史教育 藤田 怜史／著 彩流社 253 

明智光秀と本能寺の変 渡邊 大門／著 筑摩書房 281/ｱ 

トク盛り「名字」丼 日本全国歩いた！調べた！ 高信 幸男／著 柏書房 288.1 

「戦場のピアニスト」を救ったドイツ国防軍将校  

ヴィルム・ホーゼンフェルトの生涯 ヘルマン・フィンケ／著 白水社 289.8/ﾎ 

絶対に住めない世界のゴーストタウン クリス・マクナブ／著 

 日経ナショナルジオグラフィック社 290.9 

60歳からのひとり旅鉄道旅行術 松本 典久／著 天夢人 291 

温泉やど関東・甲信越 '20 昭文社 291 

定期便でいく豪華フェリー船旅ガイド 2019-2020  

どこから読んでもやさしいフェリー活用ガイド 笠倉出版社 291 

北海道の鉄道旅大図鑑 北の大地をつなぐ、19の路線と 418の駅を完全網羅！ 

「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 291.1 

グリーンシティで癒しの休日バンクーバーへ  

村上 典子／文・写真 イカロス出版 295.1 

 

 

 

 



8 

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

英語で読む外国人がほんとに知りたい日本の文化と歴史  

ロックリー トーマス／著 東京書籍 302.1 

JAPAN CLASS ニッポンがまたハードル上げてきたぞ！  

ジャパンクラス編集部／編 東邦出版 302.1 

新インド入門 生活と統計からのアプローチ 田中 洋二郎／著 白水社 302.25 

アフリカを見る アフリカから見る 白戸 圭一／著 筑摩書房 302.4 

未来への大分岐 資本主義の終わりか、人間の終焉か？  

マルクス・ガブリエル／著 集英社 304 

上級国民/下級国民 橘 玲／著 小学館 304/ﾀ 

サン＝シモンとサン＝シモン主義 ピエール・ミュッソ／著 白水社 309.33 

よい移民 現代イギリスを生きる 21人の物語  

ニケシュ・シュクラ／編 創元社 316.83 

消防官になるには 益田 美樹／著 ぺりかん社 317.7 

親日を巡る旅 世界で見つけた「日本よ、ありがとう」  

井上 和彦／著 小学館 319.1 

韓国を蝕む儒教の怨念 反日は永久に終わらない 呉 善花／著 小学館 319.1 

国連事務総長 世界で最も不可能な仕事 田 仁揆／著 中央公論新社 319.9 

一般社団・財団法人設立完全マニュアル 定款モデルから登記申請書類まで 

福島 達也／著 学陽書房 324.1 

インターネット赤ちゃんポストが日本を救う  

阪口 源太／著 ベストセラーズ 324.6 

キッチリけりがつく離婚術 財産分与慰謝料親権に強い弁護士が明かす  

西村 隆志／著 東邦出版 324.6 

図解離婚のための準備と手続き これだけは知っておきたい 

 鈴木 幸子／監修 新星出版社 324.6 

いちばんわかりやすい相続・贈与の本 '19-'20年版  

曽根 恵子／著 成美堂出版 324.7 

大切な家族が亡くなった後の手続き・届け出がすべてわかる本 

 関根 俊輔／監修 新星出版社 324.7 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

遺言の書き方と相続・贈与 比留田 薫／監修 主婦の友社 324.7 

死刑囚 200人最後の言葉 別冊宝島編集部／編 宝島社 326.4 

世界最強組織のつくり方 感染症と闘うグローバルファンドの挑戦  

國井 修／著 筑摩書房 329.3 

私たちが国際協力する理由 人道と国益の向こう側  

紀谷 昌彦／著 日本評論社 329.3 

小さき者の幸せが守られる経済へ 浜 矩子／著 新日本出版社 330.4/ﾊ 

 

習近平の中国経済 富強と効率と公正のトリレンマ  

石原 享一／著 筑摩書房 332.22 

ナチス破壊の経済 上・下 1923-1945  

アダム・トゥーズ／著 みすず書房 332.34 

「専門家」以外の人のための決算書&ファイナンスの教科書 

 西山 茂／著 東洋経済新報社 336.9 

いちばんわかりやすいはじめての経理入門 マンガ&図解  

柴山 政行／著 成美堂出版 336.9 

キャッシュレス決済で絶対得する本 豊富な図解でよくわかる！ 

 松岡 賢治／著 ソーテック社 338.21 

図解いちばんやさしく丁寧に書いた不動産の税金 '19-'20年版 

 吉澤 大／監修 成美堂出版 345.4 

こんなにおもしろい社会保険労務士の仕事 田中実バージョン 

 田中 実／著 中央経済社 364 

必携！認知症の人にやさしいマンションガイド  

多職種連携からみる高齢者の理解とコミュニケーション 日本意思決定支援 

推進機構／監修 クリエイツかもがわ 365.3 

「複業」のはじめ方 会社を辞めずに“好き”“得意”で稼ぐ！ 

 藤木 俊明／著 同文舘出版 366.2 

露出する女子、覗き見る女子 SNSとアプリに現れる新階層 

 三浦 展／著 筑摩書房 367.21 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

孤絶 家族内事件 読売新聞社会部／著 中央公論新社 367.3 

データで読み解く「生涯独身」社会 天野 馨南子／著 宝島社 367.4 

親が倒れたら、まず読む本 入院・介護・認知症…  

渋澤 和世／著 プレジデント社 367.9 

シルバーセックス論 田原 総一朗／著 宝島社 367.9 

精神科医が教える親のトリセツ 保坂 隆／著 中央公論新社 367.9 

認知症の親を介護している人の心を守る本 疲れたとき、心が折れそうなときの

ケース別対処法 西村 知香／監修 大和出版 367.9 

看取り犬・文福の奇跡 心が温かくなる 15の掌編  

若山 三千彦／著 東邦出版 367.9 

老いる前の整理はじめます！ 暮らしと「物」のリアルフォトブック  

コンシューマーズ京都／監修 クリエイツかもがわ 367.9 

詐欺師をはめろ 世界一チャーミングな犯罪者 vs.FBI  

デイヴィッド・ハワード／著 早川書房 368.6 

警視庁災害対策課ツイッター防災ヒント 110  

日本経済新聞出版社／編 日本経済新聞出版社 369.3 

災害時でもおいしく食べたい！簡単「みそ汁」&「スープ」レシピ 

 もしもごはん ２ 今泉 マユ子／著 清流出版 369.3 

今ひきこもりの君へおくる踏み出す勇気  

吉濱 ツトム／著 ベストセラーズ 371.4 

学校に居場所カフェをつくろう！ 生きづらさを抱える高校生への寄り添い型支援  

居場所カフェ立ち上げプロジェクト／編著 明石書店 371.4 

明るい不登校 創造性は「学校」外でひらく 奥地 圭子／著 NHK出版 371.4 

いつの間に？！ココまで変わった学校の教科書 昭和－平成－令和で驚くほど

書き換えられていた コンデックス情報研究所／編著 成美堂出版 375.9 

赤ちゃんはことばをどう学ぶのか 針生 悦子／著 中央公論新社 376.1 

かんたんたのしい手あそびいっぱい！！ 多志賀 明／著 アイ企画 376.1 

外国語学部 中高生のための学部選びガイド 元木 裕／著 ぺりかん社 376.8 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

「地方国立大学」の時代 2020年に何が起こるのか  

木村 誠／著 中央公論新社 377.21 

吃音の合理的配慮 菊池 良和／著 学苑社 378.2 

地元を再発見する！手書き地図のつくり方  

手書き地図推進委員会／編著 学芸出版社 379 

すし語辞典 寿司にまつわる言葉をイラストと豆知識でシャリッと読み解く  

新庄 綾子／著 誠文堂新光社 383.8 

世界お産 生まれやすい国ニッポンへ！  

きくち さかえ／文・写真 二見書房 385.2 

アラマタヒロシの妖怪にされちゃったモノ事典  

荒俣 宏／著 秀和システム 388 

ラ・メ湖のヴァイオリン弾き フランス・ロレーヌ地方のむかしばなし  

川崎 奈月／編訳・絵 論創社 388.35 

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

最強に面白い！！対数 ニュートンプレス 411.2 

虚数はなぜ人を惑わせるのか 竹内 薫／著 朝日新聞出版 412 
日本の星空ツーリズム 見かた★行きかた★楽しみかた  

縣 秀彦／編著 緑書房 442 

星を楽しむ星空写真の写しかた  

星、月、星座、流れ星、うつくしい星空を素敵に撮る  

大野 裕明／著 誠文堂新光社 442.7 

今の空から天気を予想できる本 武田 康男／著 緑書房 451.2 

日本全国池さんぽ 市原 千尋／著 三才ブックス 452.9 

リアルサイズ古生物図鑑 中生代編 古生物のサイズが実感できる！  

土屋 健／著 技術評論社 457 

恐竜の世界史 負け犬が覇者となり、絶滅するまで  

スティーブ・ブルサッテ／著 みすず書房 457.8 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

植物はおいしい 身近な植物の知られざる秘密  

田中 修／著 筑摩書房 470.4/ﾀ 

子どもと一緒に覚えたい貝殻の名前  

東海大学海洋学部／監修 マイルスタッフ 484 

キリン解剖記 郡司 芽久／著 ナツメ社 489.8 

事実はなぜ人の意見を変えられないのか  説得力と影響力の科学  

ターリ・シャーロット／著 白揚社 491.37 

定年不調 石蔵 文信／著 集英社 493.18 

「空腹の時間」が健康を決める 石原 新菜／著 新星出版社 493.24 

よくわかる下肢静脈瘤の本 足のボコボコ血管・クモの巣状血管がすっきり！  

佐野 成一／監修 宝島社 493.24 

夜しか開かない精神科診療所 片上 徹也／著 河出書房新社 493.72 

親の認知症に気づいたら読む本 離れて暮らしていても大丈夫 

 杉山 孝博／監修 主婦の友社 493.75 

女性の「腰椎すべり症」 つらい痛みを自分で改善！  

岩貞 吉寛／著 PHP研究所 494.6 

完全図解腎臓病のすべて 腎臓を守るおいしいレシピ 125 

 川村 哲也／医学監修 主婦の友社 494.93 

生理痛ぬけ。 漢方で痛みゼロへ 杉山 卓也／著 三才ブックス 495.13 

救急車が来なくなる日 医療崩壊と再生への道  

笹井 恵里子／著 NHK出版 498.1 

健康な 100歳をめざして 予防と治療法を現役医師が解説！ 

 日本赤十字社医療センター／著 桜の花出版 498.3 

疲れたら動け！ 毎日の精神的な疲労に効く  

小林 弘幸／著 クロスメディア・パブリッシング 498.3 

肩を回せばねこ背は治る！ 21世紀型ねこ背を撃退する特効体操  

花谷 博幸／著 マキノ出版 498.3 

医者が教える食事術 ２ 牧田 善二／著 ダイヤモンド社 498.5 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

AGEデータブック 数字でわかる老けない食事  

山岸 昌一／監修 AGE研究協会 498.55 

真面目にマリファナの話をしよう 佐久間 裕美子／著 文藝春秋 499.15 

アロマテラピー図鑑 佐々木 薫／監修 主婦の友社 499.87 

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

JISにもとづく標準製図法 大西 清／著 オーム社 501.8 

高速ジャンクション&橋梁の鑑賞法  

首都高速道路株式会社／ほか監修 講談社 514.9 

日本の水道をどうする！？ 民営化か公共の再生か  

内田 聖子／編著 コモンズ 518.1 

進撃の建築家たち 新たな建築家像を目指して 布野 修司／著 彰国社 520.2 

世界の駄っ作機 ９ 岡部 ださく／著 大日本絵画 538.7 

はじめての今さら聞けない Wi‐Fiの使い方  

小出 悠太郎／著 秀和システム 547.5 

AIには何ができないか データジャーナリストが現場で考える 

 メレディス・ブルサード／著 作品社 548.1 

本当にやさしく学びたい人の！絵解きネットワーク超入門  

増田 若奈／著 技術評論社 548.3 

今すぐ使えるかんたん Access 2019 Office 365/Office 2019 対応版 

  井上 香緒里／著 技術評論社 548.4 

今すぐ使えるかんたん Windows10完全(コンプリート) 

ガイドブック困った解決&便利技 2019-2020年最新版  

リブロワークス／著 技術評論社 548.4 

いろいろ作りながら学ぶ！Python入門 人気 No.1プログラミング言語 

 清水 美樹／ほか著 日経 BP 548.5 

花火 福澤 徹三／著 法政大学出版局 575.9 
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６００ 産業・交通・通信                                                                                         

絶望の林業 田中 淳夫／著 新泉社 650.21 

はじめよう！移動販売 クルマ 1台で起業する  

滝岡 幸子／著 同文舘出版 673.7 

資産を作るための株式投資 資産を遺すための株式投資  

余命宣告を受けた「バリュー投資家」の人生最後の教え  

石川 臨太郎／著 パンローリング 676.3 

ローソク足チャートで勝てる買い方・売り方 伊藤 智洋／著 ナツメ社 676.3 

特急「あずさ」 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 686.21 

横浜線 街と鉄道の歴史探訪 生糸の輸送路線から首都圏の通勤路線へと発展  

山田 亮／著 フォト・パブリッシング 686.21 

成田空港のひみつ 美味い、便利、快適！徹底活用ガイド  

秋本 俊二／著 PHP研究所 687.9 

今すぐ使えるかんたんぜったいデキます！スマートフォン超入門 

 Android対応版 リンクアップ／著 技術評論社 694 

平成大特撮 1989-2019 別冊映画秘宝編集部／編 洋泉社 699.9 

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

楳図かずお美少女コレクション 楳図 かずお／作 玄光社 726.1 

ねこねこさんのハンドレタリング はじめてでもグリッドでキレイに描ける！  

ねこねこ／著 エムディエヌコーポレーション 727.8 

木版画を作ろう 応用篇 版画技法実践講座 古谷 博子／監修 阿部出版 733 

カザフ刺繡 中央アジア・遊牧民の手仕事  

廣田 千恵子／著 誠文堂新光社 753.7 

おりがみ王子のカワイイ！けれど難しすぎるおりがみ  

有澤 悠河／著 KADOKAWA 754.9 

世界チャンピオンの紙飛行機ブック  

John M.Collins／著 オライリー・ジャパン 754.9 
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

必ず役立つ吹奏楽ハンドブック 小編成編  

広瀬 勇人／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 764.6 

日本の伝統楽器 知られざるルーツとその魅力  

若林 忠宏／著 ミネルヴァ書房 768.1 

大人のためのバレエの「食事と栄養」 美しく踊れる体のつくり方  

村田 裕子／監修 メイツ出版 769 

夢見鳥 中村 吉右衛門／著 日本経済新聞出版社 774.2 

パリの「赤いバラ」といわれた女 日本初の国際女優谷洋子の生涯 

 遠藤 突無也／著 さくら舎 778.28/ﾀ 

マーベル空想科学読本 柳田 理科雄／著 講談社 778.8 

言い訳 関東芸人はなぜ M-1で勝てないのか 塙 宣之／著 集英社 779.1 

すぐに試合で役に立つ！バスケットボールのルール・審判の基本  

3×3ミニバスのルールも解説！ 橋本 信雄／監修 実業之日本社 783.1 

国境を越えたスクラム ラグビー日本代表になった外国人選手 

たち 山川 徹／著 中央公論新社 783.4 

判断力を鍛える！ラグビーIQ ドリル 基本の戦術が身につく 50問 

 クボタスピアーズ／監修 メイツ出版 783.4 

るるぶラグビー日本代表 日本ラグビーフットボール協会／監修 

 JTBパブリッシング 783.4 

高校野球が 10倍おもしろくなる本 江本 孟紀／著 青志社 783.7 

球数制限 野球の未来が危ない！ 広尾 晃／著 ビジネス社 783.7 

私の高校野球 ２ 報知高校野球 上甲 正典／ほか著 報知新聞社 783.7 

キャンプ大事典 道具選びから焚き火まで基本&便利技で 

キャンプライフをもっと楽しく！ 松山 拓也／監修 成美堂出版 786.3 

房総・三浦爆釣！堤防釣り場ガイド 銚子ー九十九里、房総半島、 

三浦人気堤防 95 コスミック出版 787.1 

ロードバイクのパワートレーニング 短時間で目標達成！  

中田 尚志／監修 枻出版社 788.6 

奇手、妙手、鬼手 金 秀壯／著 東京創元社 795 
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８００ 語学                                                        

言葉は凝縮するほど、強くなる 短く話せる人になる！凝縮ワード  

古舘 伊知郎／著 ワニブックス 809.4 

脳を鍛える。心が潤う。楽しい！実践「朗読」法  

うつも吹き飛び、ボケも防止する。声を出す「チカラ」  

朗読文化研究所／監修 主婦の友社 809.4 

語源５００ 面白すぎる謎解き日本語 日本語倶楽部／編 河出書房新社 812 

「やさしい日本語」で観光客を迎えよう インバウンドの新しい風 

 加藤 好崇／編著 大修館書店 817.8 

要注意表現の英語辞典 山田 政美／編著 三省堂 833.8 

基礎からレッスンはじめてのイタリア語 イラストでパッと見てわかる！  

アンドレア・フィオレッティ／著 ナツメ社 870 

イタリア語 JTBパブリッシング 877.8 

北欧 4か国旅行会話  

フィンランド語・スウェーデン語・ノルウェー語・デンマーク語  

森 百合子／監修 三省堂 893.61 

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

齋藤孝のざっくり！万葉集 歴史から味わい方まで 

「すごいよ！ポイント」でよくわかる 齋藤 孝／著 祥伝社 911.12 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

灼熱 秋吉 理香子／著 PHP研究所 913.6/ｱｷﾖ 

烈風ただなか あさの あつこ／著 KADOKAWA 913.6/ｱｻﾉ 

異世界でカフェを開店しました。 １３  

甘沢 林檎／著 アルファポリス 913.6/ｱﾏｻ 

森があふれる 彩瀬 まる／著 河出書房新社 913.6/ｱﾔｾ 

新井素子 SF&ファンタジーコレクション １ 新井 素子／著 柏書房 913.6/ｱﾗｲ 

Rのつく月には気をつけよう ２ 石持 浅海／著 祥伝社 913.6/ｲｼﾓ 

電気じかけのクジラは歌う 逸木 裕／著 講談社 913.6/ｲﾂｷ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

小説エコエコアザラク 岩井 志麻子／著 誠文堂新光社 913.6/ｲﾜｲ 

催眠ガール 大嶋 信頼／著 清流出版 913.6/ｵｵｼ 

地先 乙川 優三郎／著 徳間書店 913.6/ｵﾄｶ 

老父よ、帰れ 久坂部 羊／著 朝日新聞出版 913.6/ｸｻｶ 

お会式の夜に 黒野 伸一／著 廣済堂出版 913.6/ｸﾛﾉ 

原爆を見た少年 上・下 後藤 勝彌／著 講談社 913.6/ｺﾄｳ 

ナポレオン １ 佐藤 賢一／著 集英社 913.6/ｻﾄｳ 

君が異端だった頃 島田 雅彦／著 集英社 913.6/ｼﾏﾀ 

絶声 下村 敦史／著 集英社 913.6/ｼﾓﾑ 

虹にすわる 瀧羽 麻子／著 幻冬舎 913.6/ﾀｷﾜ 

流星のソード 柄刀 一／著 祥伝社 913.6/ﾂｶﾄ 

無実の君が裁かれる理由 友井 羊／著 祥伝社 913.6/ﾄﾓｲ 

昭和天皇の声 中路 啓太／著 文藝春秋 913.6/ﾅｶｼ 

Cocoon 修羅の目覚め 夏原 エヰジ／著 講談社 913.6/ﾅﾂﾊ 

伊勢佐木町探偵ブルース 東川 篤哉／著 祥伝社 913.6/ﾋｶｼ 
小説多動力 好きなことだけやりきったら、ロケットだって 

宇宙へ飛ぶはず！ 堀江 貴文／著 誠文堂新光社 913.6/ﾎﾘｴ 

のんびり VRMMO記 ９ まぐろ猫@恢猫／著 アルファポリス 913.6/ﾏｸﾛ 

ロマンチック・ドリンカー 飲み物語精華集 長山 靖生／編 彩流社 913.6 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

押井守の人生のツボ 押井 守／著 東京ニュース通信社 914.6/ｵｼｲ 

GACKTの勝ち方 GACKT／著 NORTH VILLAGE 914.6/ｶｸﾄ 

角野栄子エブリデイマジック 角野 栄子／著 平凡社 914.6/ｶﾄﾉ 
この世を生き切る醍醐味 樹木 希林／著 朝日新聞出版 914.6/ｷｷ 

ぱくりぱくられし 木皿 泉／著 紀伊國屋書店 914.6/ｷｻﾗ 

テレビの国から 倉本 聰／著 産経新聞出版 914.6/ｸﾗﾓ 
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◆◆◆９１４．６～９１７ 日本のエッセイ（つづき）◆◆◆ 

センス・オブ・シェイム 恥の感覚 酒井 順子／著 文藝春秋 914.6/ｻｶｲ 

ガムシャラ人間の心得 佐藤 愛子／著 海竜社 914.6/ｻﾄｳ 

一人暮らし わたしの孤独のたのしみ方 曽野 綾子／著 興陽館 914.6/ｿﾉ 

やわらかく、考える。 外山 滋比古／著 PHP研究所 914.6/ﾄﾔﾏ 

死ぬんじゃねーぞ！！ いじめられている君はゼッタイ悪くない 

 中川 翔子／著 文藝春秋 914.6/ﾅｶｶ 

粋と野暮おけら的人生 畠山 健二／著 廣済堂出版 914.6/ﾊﾀｹ 

星野源 ふたりきりで話そう 星野 源／著 朝日新聞出版 914.6/ﾎｼﾉ 

のっけから失礼します 三浦 しをん／著 集英社 914.6/ﾐｳﾗ 

大阪芸大 破壊者は西からやってくる 向井 康介／著 東京書籍 914.6/ﾑｶｲ 

伯爵のお気に入り 女を描くエッセイ傑作選  

向田 邦子／著 河出書房新社 914.6/ﾑｺｳ 

森語りの日々 森 博嗣／著 講談社 914.6/ﾓﾘ 

その苦しみは続かない 盲目の先生 命の授業  

竹内 昌彦／著 朝日新聞出版 916/ﾀｹｳ 

もう逃げない。 いままで黙っていた「家族」のこと  

和歌山カレー事件林眞須美死刑囚長男／著 ビジネス社 916/ﾊﾔｼ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

モンスーン ピョン ヘヨン／著 白水社 929.1/ﾋ 

神の書 イスラーム神秘主義と自分探しの旅 アッタール／著 平凡社 929.9/ｱ 

イヴリン嬢は七回殺される スチュアート・タートン／著 文藝春秋 933/ﾀ 

大英自然史博物館珍鳥標本盗難事件 なぜ美しい羽は狙われたのか  

カーク・ウォレス・ジョンソン／著 化学同人 934/ｼ 

月下の犯罪 一九四五年三月、レヒニッツで起きたユダヤ人虐殺、そして或るハン

ガリー貴族の秘史 サーシャ・バッチャーニ／著 講談社 944/ﾊ 

最後の兄弟 ナタシャ・アパナー／著 河出書房新社 953/ｱ 
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Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

再雇用されたら一カ月で地獄へ堕とされました 愛川 晶／著 双葉社 BN/ｱｲ 

三毛猫ホームズの安息日 赤川 次郎／著 光文社 BN/ｱｶ 

風を繡(ぬ)う 針と剣 縫箔屋事件帖 あさの あつこ／著 実業之日本社 BN/ｱｻ 

冬晴れの花嫁 くらまし屋稼業 5 今村 翔吾／著 角川春樹事務所 BN/ｲﾏ 

茜の茶碗 裏用心棒譚 1 上田 秀人／著 徳間書店 BN/ｳｴ 

彼女は死んでも治らない 大澤 めぐみ／著 光文社 BN/ｵｵ 

やっぱりミステリなふたり 太田 忠司／著 幻冬舎 BN/ｵｵ 

忘れ形見 取次屋栄三 20 岡本 さとる／著 祥伝社 BN/ｵｶ 

キラキラ共和国 小川 糸／著 幻冬舎 BN/ｵｶ 

カール・エビス教授のあやかし京都見聞録 柏井 壽／著 小学館 BN/ｶｼ 

東京駅の歴史殺人事件 歴史探偵・月村弘平の事件簿 

風野 真知雄／著 実業之日本社 BN/ｶｾ 

あばよっ！ 若旦那道中双六 5 金子 成人／著 双葉社 BN/ｶﾈ 

降らなきゃ晴れ さすらいのキャンパー探偵 香納 諒一／著 双葉社 BN/ｶﾉ 

女子大生つぐみと邪馬台国の謎 鯨 統一郎／著 角川春樹事務所 BN/ｸｼ 

八月は残酷な月 推理小説集 河野 典生／著 光文社 BN/ｺｳ 

残花ノ庭 居眠り磐音 13   決定版 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

赤い刀身 公家武者信平 6 佐々木 裕一／著 講談社 BN/ｻｻ 

オレオレの巣窟 志駕 晃／著 幻冬舎 BN/ｼｶ 

希望の地図 2018 重松 清／著 幻冬舎 BN/ｼｹ 

サイレント・マイノリティ 下村 敦史／著 光文社 BN/ｼﾓ 

メモリーズ 警視庁監察官 Q 鈴峯 紅也／著 朝日新聞出版 BN/ｽｽ 

雲水家老 高橋 和島／著 光文社 BN/ﾀｶ 

無人の稲田 おれは一万石 10 千野 隆司／著 双葉社 BN/ﾁﾉ 

天満橋まで 風の市兵衛 2-25 辻堂 魁／著 祥伝社 BN/ﾂｼ 

不信の鎖 警視庁犯罪被害者支援課 6 堂場 瞬一／著 講談社 BN/ﾄｳ 

幼なじみ はぐれ長屋の用心棒 46 鳥羽 亮／著 双葉社 BN/ﾄﾊ 

弱いから、好き。 長沢 節／著 草思社 BN/ﾅｶ 

座席急行「津軽」殺人事件 西村 京太郎／著 文藝春秋 BN/ﾆｼ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

銭形平次捕物控傑作集 １ 野村 胡堂／著 双葉社 BN/ﾉﾑ 

国境の銃弾 警視庁公安部・片野坂彰 濱 嘉之／著 文藝春秋 BN/ﾊﾏ 

恩讐の香炉 居眠り同心影御用 30 早見 俊／著 二見書房 BN/ﾊﾔ 

危険なビーナス 東野 圭吾／著 講談社 BN/ﾋｶ 

剣客奉行柳生久通 獅子の目覚め 藤 水名子／著 二見書房 BN/ﾌｼ 

新参者 新・秋山久蔵御用控 5 藤井 邦夫／著 文藝春秋 BN/ﾌｼ 

鬼の鈴 秘め事おたつ 2 藤原 緋沙子／著 幻冬舎 BN/ﾌｼ 

昭和史発掘 特別篇 松本 清張／著 文藝春秋 BN/ﾏﾂ 

世直し忠介人情帖 １・２ 山手 樹一郎／著 コスミック出版 BN/ﾔﾏ 

忍術千一夜 山本 周五郎／著 双葉社 BN/ﾔﾏ 

レッド・イカロス 警視庁捜査一課八係警部補・原麻希  

吉川 英梨／著 宝島社 BN/ﾖｼ 

草同心江戸鏡 吉田 雄亮／著 実業之日本社 BN/ﾖｼ 

動乱！江戸城 浅田 次郎／ほか著 実業之日本社 BN 

あなたと原爆 オーウェル評論集 ジョージ・オーウェル／著 光文社 B/ｵｳ 

ロビンソン・クルーソー ダニエル・デフォー／著 新潮社 B/ﾃﾌ 

潤みと翳り ジェイン・ハーパー／著 早川書房 B/ﾊﾊ 

カリ・モーラ トマス・ハリス／著 新潮社 B/ﾊﾘ 

名探偵の密室 クリス・マクジョージ／著 早川書房 B/ﾏｸ 

カルメン/タマンゴ メリメ／著 光文社 B/ﾒﾘ 

インスマスの影 クトゥルー神話傑作選 H.P.ラヴクラフト／著 新潮社 B/ﾗｳ 

ムリルの武器商人 宇宙英雄ローダン・シリーズ 598 

H.G.フランシス／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

休日はコーヒーショップで謎解きを  

ロバート・ロプレスティ／著 東京創元社 B/ﾛﾌ 

 

Ｔ 暮らし                                                

大人のあか抜けひとつ結び 「ただ結ぶだけ」でおしゃれに 

見える GARDEN／監修 主婦の友社 T0 
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

手作りしたい大人の帽子と斜めがけバッグ 旅行・街歩き・ 

ショッピング・お散歩に活躍！ ブティック社 T11 

こだわりのコスプレ衣装が作れる COS衣装メイキングブック  

日本ヴォーグ社 T11 

編み物のかんたんなサイズ調整と製図と割り出しの基礎  

日本ヴォーグ社 T13 

かぎ針も棒針もきちんと編める手編みの基礎  

吉田 裕美子／著 日本文芸社 T13 

時間(とき)の花束 幸せな出逢いに包まれて  

三浦 百惠／著 日本ヴォーグ社 T18 

がまぐちの型紙の本 越膳 夕香／著 日本ヴォーグ社 T19 

クライ・ムキのバッグ作りの超基本 一生使えるバッグ作りのバイブルに新作が

プラス！ クライ・ムキ／著 主婦の友社 T19 

空前絶後の保護猫ライフ！ 池崎の家編 サンシャイン池崎／著 宝島社 T3 

いつでもどこでもデキる犬に育てるテクニック 

 誘惑に負けない集中力とやる気を手に入れるには、1日 10分あればいい。  

デニス・フェンツイ／著 誠文堂新光社 T3 

空色のクリームソーダ Recipe tsunekawa／著 ワニブックス T47 

手順 3つで、しっかりおいしい毎日のシニアごはん  

元気のもと「たんぱく質」を無理なくとれる 横山 タカ子／料理 主婦の友社 T49 

美しい家と暮らす。 マガジンハウス T5 

おいしく長く楽しめる！収穫野菜の保存テク&レシピ  

五十嵐 透／監修 ナツメ社 T6 

ビザールプランツ 灌木系塊根植物からアガベ、ビカクシダまで、 

夏型珍奇植物最新情報 小林 浩／監修 主婦の友社 T6 

食物アレルギーをこわがらない！はじめての離乳食  

卵・牛乳・小麦など“はじめのひと口”完全ガイド  

伊藤 浩明／監修 主婦の友社 T8 
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Ｓ 日野市や地域・行政に関する資料                                                

新選組最後の勇士たち 山本 音也／著 小学館 SB5.8 

公共サービスの産業化と地方自治 「Society5.0」戦略下の自治体・地域経済 

 岡田 知弘／著 自治体研究社 SF1 

自治体職員のための住民と共につくる自治のかたち  

人口減少、無関心、担い手不足を乗り越えて 相川 俊英／著 第一法規 SF5 

自治体担当者のための PFI実践ガイドブック  

民間資金等活用事業推進機構／編著 中央経済社 SH1 

MaaS入門 まちづくりのためのスマートモビリティ戦略  

森口 将之／著 学芸出版社 SW2 

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

子ども白書 2019 日本子どもを守る会／編 かもがわ出版 R369.4 

OECD公衆衛生白書:日本 明日のための健康づくり  

経済協力開発機構／編著 明石書店 R498.02 

日本語を学ぶ外国人のためのこれで覚える！漢字字典 2500 

  日本語能力試験 N5ーN1対応 秋元 美晴／監修 ナツメ社 R811.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- 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） 
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図書館員の本箱 
 

 

『星界の紋章』森岡浩之／著  ハヤカワ文庫 

出会いはいつも突然に―漫画の試し読みをきっかけに、原作を思わず買ってしまったの

がこの本との出会い。少年と少女の出会いから始まる冒険行、いわゆるボーイ・ミーツ・ガ

ールの物語に、最近気になってやまない SFジャンル。興味を惹かれるには十分である。 

 物語の舞台は、人類が太陽系外に進出して何百年も経った宇宙。人類は長い歴史のな

かで複数の星系からなる国家を築くにまで至っていた。そんな彼らも大きく二つの勢力に

分かれていた。遺伝子改造により宇宙に適応し、宇宙をその拠り所とする人類「アーヴ」と、

いまだ地上を拠り所とする人類である。 

 そんな宇宙で、運命のいたずらからアーヴによる星間帝国の貴族となってしまった主人

公。彼は帝都に向かう船で皇帝の孫娘と出会うのである。背景とする文化もそれに伴う価

値観も何もかもがまったく異なる二人。彼らの成長、そして旅の行く末を見守りたい。  

＜M＞ 

 

                 

   10月のおはなし会  
会 場 日 程 0～2歳児 3～未就学児 小学生以上 

中央図書館 
9日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

24日（木） 10：30～ ― ― 

高幡図書館 
2日（水） 

15：00～ 15：30～ 16：00～ 
16日（水） 

日野図書館 16日（水） ― ― 16：00～ 

多摩平図書館 
10日（木） 10：30～ ― ― 

23日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

平山図書館 17日（木） 10：30～ ― ― 

百草図書館 25日（金） 15：00～ 15：30～ 16：00～ 

【ひよこタイム】   乳幼児連れの方が、気兼ねなく利用できる時間です。 

 平山図書館は 17日（木）10時～12時。多摩平図書館は火曜日～金曜日 10時～12時。 
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曜日 時間 駐車場 住所 10 月 11 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 
 

3 日 

 

17 日 

  

7 日 

 

21 日  

11：25～11：55 水車公園 万願寺 2-28 

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 

10：10～10：35 新坂下公園 新町 3-18-7 

 

4 日 

 

18 日 

 

  

1 日 

 

15 日 

  

10：45～11：10 栄町二丁目アパート 栄町 2-25 

11：25～11：50 大坂西公園 大坂上 1-14-4 

14：10～14：30 小構コーポ佐野前 日野台 1-3-7 

14：40～15：05 緑ヶ丘公園 日野台 2-33-1 

15：20～15：50 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） 

9 日

23 日 

13 日 

27 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

10 日   

 

24 日 

14 日   

 

28 日 

11：15～11：45 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 

11 日 

 

25 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 

☂ 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。  

 

移動図書館ひまわり号 10 月・11 月巡回日

程 


