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２０１９年 １月 №233 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

１月１４日（月）祝日は開館します！ 

（市政図書室を除く） 

1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 
 

 

 

 

  

今月のひろば 

P.2 「柳田理科雄さん講演会」報告 

P.3 『光の森｜日野市立中央図書館～灯りを紡ぐ物語～』 

を開催しました！ 

P.4 日野市郷土資料館特別展  

日野の自然～鳥とともに 

P.5 読み聞かせに向く絵本の紹介  

～保護者向け～  

P.6 図書館に入った新しい本 

P.23 図書館員の本箱 

   1月のおはなし会 

P.24 移動図書館ひまわり号巡回日 
 

中央・高幡・日野 

多摩平・平山・百草（月曜日） 
１～7日 21日 28日    

市政図書室（日曜日・祝日） １～3日 6日 13日 14日 20日 27日 

 



2 

 

平成 30年度日野市立図書館子ども読書活動推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 4日（日）、多摩平の森ふれあい館にて開催しました。 

市内中学校に通う 26名の中学生が企画し、当日も司会 

進行などを務め、柳田さんの講演やクイズなど様々な企画を行いました。 

「やってみた！科学の実験・検証」コーナー 

柳田さんにならい、『空想科学読本』に出てくるものなどを中学生スタッフが実験・

検証し、発表しました。ハイジに出てくる大ブランコの模型を作成したチーム、 

夕焼けの仕組みを実験したチーム、東京から沖縄まで地下鉄を掘ったらどうなるのか

検証したチームなど、様々でした。柳田さんは各チームにコメントをくださり、 

「疑問に思ったことを実際に自分で確かめてみることが大切だ」と仰っていました。 

柳田理科雄さんの講演 

本やアニメに出てくる物事を現実に置き換えると一体どうなるのか、といった 

お話をしてくださいました。一つひとつ解き明かしていく度に、会場からは 

感嘆の声や笑いが起こっていました。また、講演の中で実験も行ってくださり、 

希望者が壇上に上がり体験する場面もありました。フィクションの世界と科学の 

つながりを感じる柳田さんのお話に、終始笑い声が響き渡っていました。 

クイズ＆質問コーナー 

柳田さんに関する三択クイズを行いました。 

その後、中学生スタッフが聞きたいことを 

柳田さんに質問し、著書に関することから 

柳田さんご自身のことまで、多くの質問に 

お答えいただきました。 

講演会終了後には、中学生スタッフが 

柳田さんを囲んで懇談会を行いました。 

短い時間でしたが、中学生から、好きな 

小説やキャラクターについての質問が 

次々と飛び出し、柳田さんはその一つ 

ひとつに丁寧に答えてくださり、笑顔で 

あふれた時間になりました。 
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『光の森｜日野市立中央図書館 

～灯りを紡ぐ物語～』 

を開催しました！ 
 

１１月１８日（日）、１９日（月） 

午後５時３０分から午後８時まで、 

中央図書館を灯りで演出する催しを 

行いました。実践女子大学の先生や 

学生のみなさんが飾りつけた灯りで、図書館が普段と全く違った

雰囲気になり、特に中庭を館内から見る眺めはガラスに反射した

灯りが重なり合い幻想的でした。 

その灯りの中で「職員による 

大人のための朗読会」を行い、 

９名の職員が「灯り」を 

テーマにそれぞれが選んだ 

本を紹介し、一部を朗読 

しました。 

 

ご来場、ありがとうございました！！ 

※当日の様子や朗読した作品リストは図書館ホームページでも

ご紹介しています。 
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上記期間のうち、平成３０年１２月２２日（土）

～平成３１年３月３日（日）は、平山季重ふれあい館

が展示会場となります。合わせて、平山図書館では、

鳥に関する本の展示・貸出を行います。 

浅川バードウォッチングのついでに、ぜひお立ち

寄りください。 

 

 

 

 

 

《問い合わせ》 

    平山図書館 電話 ０４２－５９１－７７７２ 

   郷土資料館 電話 ０４２－５９２－０９８１ 

 

日野市郷土資料館 特別展 

日野の自然～鳥とともに～ 
期間：平成３０年１０月６日～平成３１年３月１５日 

 

 

 

 

※平成３1年３月６日（水） 

～３月１５日（金）は 

カワセミハウスが 

展示会場となります 
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日時 1 月 18 日（金）10：30～11：00 

場所 百草図書館 

対象 小学校などで読み聞かせをされる

保護者の方 

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。 

《問い合わせ》 百草図書館 

電話 ０４２－５９４－４６４６ 
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図書館に入った 新 し い 本 
10月 26日から 11月 27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                                       

手帳フル活用術 一流の“ナマ手帳”に学ぶ！ 日経 BP社 007  

マンガでわかる！「先延ばし」がなくなるノート術  

塚本 亮／監修 宝島社 007  

挑戦する公共図書館 デジタル化が加速する世界の図書館とこれからの日本 

 長塚 隆／著 日外アソシエーツ 016.2  

子ども文庫の 100年 子どもと本をつなぐ人びと  

高橋 樹一郎／著 みすず書房 016.21  

周作人読書雑記 ５ 周 作人／著 平凡社 019  

瞬読 1冊 3分で読めて、99%忘れない読書術  

山中 恵美子／著 SBクリエイティブ 019  

朝毎読 蜂飼耳書評集 蜂飼 耳／著 青土社 019  

共犯者 編集者のたくらみ 芝田 暁／著 駒草出版 021.4  

想い出の少女雑誌物語 昭和懐古   村崎 修三／著 熊本出版文化会館 051  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

場を支配する「悪の論理」技法  

常識・道徳・権力からの解放と、思想で遊ぶ快楽  

とつげき東北／著 フォレスト出版 116  

大人のための儒教塾 加地 伸行／著 中央公論新社 124.1  

バイオハッキング テクノロジーで知覚を拡張する  

カーラ・プラトーニ／著 白揚社 141.2  

孤独 ひとりのときに、人は磨かれる  

榎本 博明／著 クロスメディア・パブリッシング 141.6  
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◆◆◆１００ 哲学・心理学・宗教（つづき）◆◆◆ 

他者の影 ジェンダーの戦争はなぜ終わらないのか  

ジェシカ・ベンジャミン／著 みすず書房 145.9  

心を磨く 中村天風講演録 中村 天風／著 PHP研究所 159  

斎藤一人 愛語 人生に花を咲かせる「魔法の言葉」  

斎藤 一人／著 マキノ出版 159  

138億年の人生論 松井 孝典／著 飛鳥新社 159  

4つの種で仕事と人生はうまくいく。 尾形 達也／著 敬天舎 159  

オウムと死刑 7.6/7.26 2018 河出書房新社編集部／編 河出書房新社 169.1  

神社のどうぶつ図鑑 茂木 貞純／監修 二見書房 175.9  

チベット仏教入門 自分を愛することから始める心の訓練  

吉村 均／著 筑摩書房 180.9  

本願寺はなぜ東西に分裂したのか 武田 鏡村／著 扶桑社 188.7  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

日本人が知らない真実の世界史 覆される定説  

副島 隆彦／著 日本文芸社 209  

日本国紀 百田 尚樹／著 幻冬舎 210.4/ﾋ 

武士の起源を解きあかす 混血する古代、創発される中世  

桃崎 有一郎／著 筑摩書房 213.6  

幕末維新史年表 大石 学／編 東京堂出版 215.8  

はじめての明治史 東大駒場連続講義 山口 輝臣／編 筑摩書房 216  

昭和 12年とは何か 宮脇 淳子／著 藤原書店 217  

知られざるシベリア抑留の悲劇  

占守島の戦士たちはどこへ連れていかれたのか  

長勢 了治／著 芙蓉書房出版 217.5  

<海賊>の大英帝国 掠奪と交易の四百年史 薩摩 真介／著 講談社 233  

義のアウトサイダー 新保 祐司／著 藤原書店 281  

中世武士畠山重忠 秩父平氏の嫡流 清水 亮／著 吉川弘文館 281/ﾊ 

美智子さまと星の王子さま 鮫島 有美子／歌・朗読 文藝春秋 288.4  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

美智子さまの 60年 皇室スタイル全史素敵な装い  

別冊宝島編集部／著 宝島社 288.4  

ネルソン・マンデラ その世界と魂の記録  

ロジャー・フリードマン／著 西村書店 289.8/ﾏ 

禁足地巡礼 吉田 悠軌／著 扶桑社 291  

クチコミ 90点以上！泊まって良かった宿 

2018-2019関東・東北版 リクルート 291  

北海道 150年の写真記録 絵葉書・古写真・古地図でよみがえる懐旧の時代  

米倉 正裕／著 フォト・パブリッシング 291.1  

東京発半日徒歩旅行  

朝寝した休日でもたっぷり楽しめる東京近郊「超」小さな旅  

佐藤 徹也／著 山と溪谷社 291.3  

おとなの「ひとり休日」行動計画 首都圏日帰り版  

カベルナリア吉田／著 WAVE出版 291.36  

地形と地理で解ける！東京の秘密 33 多摩・武蔵野編  

内田 宗治／著 実業之日本社 291.36  

東京 2018 地図で歩く 36 コース JTBパブリッシング 291.36  

水の都東京の歴史散歩 江戸の「水路」でたどる！  

中江 克己／著 青春出版社 291.36  

人生はどこでもドア リヨンの 14日間  

稲垣 えみ子／著 東洋経済新報社 293.5  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

池上彰の世界の見方 ロシア 新帝国主義への野望  

池上 彰／著 小学館 302.38  

知られざるキューバ 外交官が見たキューバのリアル  

渡邉 優／著 ベレ出版 302.59  

日本を亡ぼす岩盤規制 既得権者の正体を暴く 上念 司／著 飛鳥新社 304/ｼ 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

もう、きみには頼まない 安倍晋三への退場勧告  

適菜 収／著 ベストセラーズ 312.1  

武器としての情報公開 権力の「手の内」を見抜く  

日下部 聡／著 筑摩書房 316.1  

地方都市の持続可能性 「東京ひとり勝ち」を超えて  

田村 秀／著 筑摩書房 318.7  

東京裁判「神話」の解体 パル、レーリンク、ウェブ三判事の相克 

 D.コーエン／著 筑摩書房 329.6  

生産性とは何か 日本経済の活力を問いなおす 宮川 努／著 筑摩書房 332.1  

日銀破綻 持つべきはドルと仮想通貨 藤巻 健史／著 幻冬舎 332.1  

GAFA vs.中国  

世界支配は「石油」から「ビッグデータ」に大転換した  

渡邉 哲也／著 ビジネス社 332.22  

「金融緩和時代」の終焉、世界経済の大転換  

統合から分断へと向かう世界を読む 榊原 英資／著 詩想社 333.6  

未来年表人口減少危機論のウソ 高橋 洋一／著 扶桑社 334.31  

一生働きたい職場のつくり方 もう、転職はさせない！  

前川 孝雄／著 実業之日本社 336.4  

価格でわかる日本経済 日本経済新聞社／編 日本経済新聞出版社 337.8  

自分でパパッと書ける確定申告 平成 31年 3月 15日締切分  

平井 義一／監修 翔泳社 345.1  

社会学はどこから来てどこへ行くのか 岸 政彦／著 有斐閣 361  

「もしもあの時」の社会学 歴史に ifがあったなら  

赤上 裕幸／著 筑摩書房 361.1  

福岡人はなぜ超活躍するのか 長崎 洋二／著 河出書房新社 361.4  

現代文化論 新しい人文知とは何か 吉見 俊哉／著 有斐閣 361.6  

あやしい催眠商法だましの全手口  身近な人を守るために知っておくべきこと 

ロバート・熊／著 自由国民社 365  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

外資系トップコンサルタントが教える英文履歴書完全マニュアル 

 松永エリック・匡史／監修・著 ナツメ社 366.2  

ここからセクハラ！ アウトがわからない男、もう我慢しない女 

 牟田 和恵／著 集英社 366.3  

共感力 ハーバード・ビジネス・レビュー編集部／編 ダイヤモンド社 366.4  

幸福学 ハーバード・ビジネス・レビュー編集部／編 ダイヤモンド社 366.4  

ステップファミリーのきほんをまなぶ 離婚・再婚と子どもたち 

 SAJ／編 金剛出版 367.3  

ケーススタディ職場の LGBT  場面で学ぶ正しい理解と適切な対応  

寺原 真希子／編集代表 ぎょうせい 367.6  

穏やかな死のために 終の住処芦花ホーム物語  

石飛 幸三／著 さくら舎 367.9  

公私で支える高齢者の地域生活 １ 小賀野 晶一／編 勁草書房 367.9  

知ってトクする！「定年」前後のお金と手続き  

安心して暮らしていくための決定版 三才ブックス 367.9  

ひとり老後の安心大全  

知るべきこと、準備すべきこと…これだけ分かれば大丈夫！ 宝島社 367.9  

100歳時代の新しい介護哲学 介護を仕事にした 100人の理由 

 久田 恵／編著 現代書館 367.9  

格差社会を生き抜く読書 佐藤 優／著 筑摩書房 368.2  

強制断種・不妊、障害者の「安楽殺」と優生思想  

強制不妊手術国家賠償請求訴訟と津久井やまゆり園事件  

清水 貞夫／著 クリエイツかもがわ 369.2  

生活保護獲得ガイド 矢野 輝雄／著 緑風出版 369.2  

ゆりかごにそっと 熊本慈恵病院「こうのとりのゆりかご」に託された母と子の命 

蓮田 太二／著 方丈社 369.4  

比較中学歴史教科書 国際派日本人を育てる 伊勢 雅臣／著 勉誠出版 375.3  

公民館はどう語られてきたのか 牧野 篤／著 東京大学出版会 379.2  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

日本の祭り解剖図鑑 その起源と日本人の信仰がマルわかり 

 久保田 裕道／著 エクスナレッジ 386.2  

クリスマスの歴史 祝祭誕生の謎を解く  

ジュディス・フランダーズ／著 原書房 386.8  

情報と戦争 古代からナポレオン戦争、南北戦争、二度の世界大戦、現代まで 

 ジョン・キーガン／著 中央公論新社 391.6  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

はじめての解析学 微分、積分から量子力学まで 原岡 喜重／著 講談社 413  

独楽の科学 回転する物体はなぜ倒れないのか？  

山崎 詩郎／著 講談社 423.4  

時間と時計の歴史 日時計から原子時計へ  

ジェームズ・ジェスパーセン／著 原書房 449  

写真で愉しむ東京「水流」地形散歩 小林 紀晴／著 集英社 454.91  

追跡！辺境微生物 砂漠・温泉から北極・南極まで  

中井 亮佑／著 築地書館 465  

なぜわれわれは外来生物を受け入れる必要があるのか  

クリス・D.トマス／著 原書房 468  

小鳥草子 中村 文／著 山と溪谷社 488  

ひなエナガちゃん 小原 玲／著 講談社ビーシー 488.9  

10億分の 1を乗りこえた少年と科学者たち  

世界初のパーソナルゲノム医療はこうして実現した 

マーク・ジョンソン／著 紀伊國屋書店 491.69 

ウイルスは悪者か お侍先生のウイルス学講義  

高田 礼人／著 亜紀書房 491.77  

糖尿病を自力で治す最強事典 薬に頼らず血糖値を下げる 27の極意  

マキノ出版／編 マキノ出版 493.12  

胃弱のトリセツ 人生は「胃」で決まる！ 池谷 敏郎／著 毎日新聞出版 493.45  

大人の発達障害 生きづらさへの理解と対処 市橋 秀夫／監修 講談社 493.76  

アナフィラキシー 原因・治療・予防 角田 和彦／著 柘植書房新社 493.93  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

あなたの指先、変形していませんか？ 

指先が変形して痛い「ヘバーデン結節」の予防と治し方  

笠原 巖／著 自由国民社 494.77  

患者と家族のためのおいしい透析食レシピ  

愛媛大学医学部附属病院栄養部／編 PHP研究所 494.93  

女性のおしっこ問題(トラブル)を解決する本 漏れない。間に合う。  

楠山 弘之／著 同文書院 495.47  

養生の智慧と気の思想 貝原益軒に至る未病の文化を読む 

 謝 心範／著 講談社 498.3  

寿命を延ばす健康法、縮める健康法  

ランニングで細胞がサビる！70歳からは小太りがいい 宝島社 498.38  

食事を変えれば 10日間で人生が変わる 最強の女医が教える栄養学 

 西山 由美／著 ワニ・プラス 498.58  

食べれば食べるほど若くなる法  

読んでるうちに「老化」が消えていく！ 菊池 真由子／著 三笠書房 498.58  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

現場で役立つ建築図面の基本と実際 渋田 雄一／著 秀和システム 527.1  

よくわかる最新マンション建築設備  

電気、給排水、ガス、共用スペース… 内野 栄吉／著 秀和システム 528  

日本を動かした 50の乗り物 幕末から昭和まで 若林 宣／著 原書房 536  

スーパーカブの軌跡 世界を駆けるロングセラー1952-2018 

 小林 謙一／責任編集 三樹書房 537.9  

原発再稼働と自治体 民意が動かす「3つの検証」  

立石 雅昭／編 自治体研究社 543.4  

除染と国家 21世紀最悪の公共事業 日野 行介／著 集英社 543.4  
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◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 

無電柱化の時代へ 見あげたい日本の空☆復活へのシナリオ 

  電線のない街づくり支援ネットワーク／編著 かもがわ出版 544.1  

スローオーディオ No.３  

アナログプレーヤー/真空管アンプ/自作オーディオ/ヴィンテージオーディオ  

シーディージャーナル 547.3  

AI時代の憲法論 人工知能に人権はあるか  

木村 草太／編著 毎日新聞出版 548.1  

シンギュラリティ 神崎 洋治／著 創元社 548.1  

これからの IoTビジネス IoT産業技術研究会／著  

エムディエヌコーポレーション 548.3  

ハードウェアハッカー 新しいモノをつくる破壊と創造の冒険 

 アンドリュー“バニー”ファン／著 技術評論社 548.3  

今すぐ使えるかんたん Windows 10 オンサイト／著 技術評論社 548.4  

客船の世界史 世界をつないだ外航客船クロニクル  

野間 恒／著 潮書房光人新社 556.4  

鋳物 中江 秀雄／著 法政大学出版局 566.1  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

凡人のための地域再生入門 地元がヤバい…と思ったら読む 

 木下 斉／著 ダイヤモンド社 601.1  

イオンを創った女 評伝小嶋千鶴子 東海 友和／著 プレジデント社 673.8  

築地から豊洲へ 世界最大市場の歴史と将来  

小松 正之／著 マガジンランド 675.5  

不動産投資にだまされるな 「テクニック」から「本質」の時代へ 

 山田 寛英／著 中央公論新社 676.9  
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◆◆◆６００ 産業・交通・通信（つづき）◆◆◆ 

廃道を歩く 地図で楽しむ「忘れられた道」 石井 あつこ／著 洋泉社 685.21  

小田急電鉄のすべて 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 686.21  

ジェット・セックス  

スチュワーデスの歴史とアメリカ的「女性らしさ」の形成  

ヴィクトリア・ヴァントック／著 明石書店 687.3  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

見えない力 美内すずえ対談集 美内 すずえ／著 世界文化社 726.1  

おとぎ話のモノクロームイラスト傑作選  

海野 弘／解説★監修 パイインターナショナル 726.5  

ほんやのねこ ヒグチ ユウコ／絵と文 白泉社 726.5  

どっちつかずのものつくり 安藤 雅信／著 河出書房新社 750.4/ｱ 

はじめての金継ぎ 初心者必携 坂田 太郎／監修 世界文化社 752  

シンセサイザー入門 音作りが分かるシンセの教科書  

松前 公高／著 リットーミュージック 763.9  

50年目に聴き直す「ホワイト・アルバム」深掘り鑑賞ガイド ザ・ビートルズ  

シンコーミュージック・エンタテイメント 764.7  

照明家(あかりや)人生 劇団四季から世界へ 吉井 澄雄／著 早川書房 771.5  

儚 市川染五郎 市川 染五郎／著 講談社 774.2  

鼓に生きる 歌舞伎囃子方 田中佐太郎 田中 佐太郎／著 淡交社 774.7  

野田秀樹×鎌田浩毅 劇空間を生きる 未来を予見するのは 

科学ではなく芸術だ 野田 秀樹／著 ミネルヴァ書房 775.1  

僕の好きな映画。 マガジンハウス 778.2  

「ゴジラ検定」公式テキスト 東宝株式会社／監修 宝島社 778.21  

基礎から学ぶ「スポーツセルフコンディショニング」  

結果を出すアスリートは必ず実践している 西村 典子／著 日本文芸社 780.1  

<東京オリンピック>の誕生 1940年から 2020年へ  

浜田 幸絵／著 吉川弘文館 780.6  

決断＝実行 落合 博満／著 ダイヤモンド社 783.7  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

これで差がつく！勝つ！ソフトボール上達のポイント 50  

小川 幸三／監修 メイツ出版 783.7  

スキーレベルアップバイブル正しい技術で完全走破！  

佐々木 常念／監修 メイツ出版 784.3  

鳥取県の山 藤原 道弘／著 山と溪谷社 786.1  

新潟県の山 陶山 聡／著 山と溪谷社 786.1  

バックパッキング入門 芦沢 一洋／著 山と溪谷社 786  

 

８００ 語学                                                        

世界に広めたい日本語大全 齋藤 孝／著 ぴあ 814  

５日で学べて一生使える！レポート・論文の教科書  

小川 仁志／著 筑摩書房 816.5  

ニューエクスプレスプラス タイ語 水野 潔／著 白水社 829.36  

ニューエクスプレスプラス ペルシア語 浜畑 祐子／著 白水社 829.9  

フランス語ほんとうに必要なところをまとめました。  

関 未玲／著 ベレ出版 855  

スペイン語 JTBパブリッシング 867.8  

ブラジル・ポルトガル語 JTBパブリッシング 869  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

三島由紀夫ふたつの謎 大澤 真幸／著 集英社 910.2/ﾐ 

傍らにいた人 堀江 敏幸／著 日本経済新聞出版社 910.26  

夏井いつきのおウチ de俳句 夏井 いつき／著 朝日出版社 911.3  

日本文学全集 ５ 池澤 夏樹／個人編集 河出書房新社 918  
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９１３．６ 日本の小説                                                                 

ぼくは朝日 朝倉 かすみ／著 潮出版社 913.6/ｱｻｸ 

最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士〈仮〉らしいですよ？５  

あてきち／著 アルファポリス 913.6/ｱﾃｷ 

異世界でカフェを開店しました。 １２  

甘沢 林檎／著 アルファポリス 913.6/ｱﾏｻ 

雑賀のいくさ姫 天野 純希／著 講談社 913.6/ｱﾏﾉ 

フーガはユーガ TWINS TELEPORT TALE  

伊坂 幸太郎／著 実業之日本社 913.6/ｲｻｶ 

崖の上で踊る 石持 浅海／著 PHP研究所 913.6/ｲｼﾓ 

ショートショート美術館 名作絵画の光と闇  

太田 忠司／著 文藝春秋 913.6/ｵｵﾀ 

桐は遠くに 北澤 繁樹／著 東京図書出版 913.6/ｷﾀｻ 

AGRI 三鷹台おでん屋心霊相談所 木間 のどか／著 文響社 913.6/ｺﾏ 

こちら横浜市港湾局みなと振興課です 真保 裕一／著 文藝春秋 913.6/ｼﾝﾎ 

戒名探偵卒塔婆くん 高殿 円／著 KADOKAWA 913.6/ﾀｶﾄ 

不意撃ち 辻原 登／著 河出書房新社 913.6/ﾂｼﾊ 

救済 長岡 弘樹／著 講談社 913.6/ﾅｶｵ 

斗星、北天にあり 鳴神 響一／著 徳間書店 913.6/ﾅﾙｶ 

リトルガールズ 錦見 映理子／著 筑摩書房 913.6/ﾆｼｷ 

曙に咲く 蜂谷 涼／著 柏艪舎 913.6/ﾊﾁﾔ 

はんぷくするもの 日上 秀之／著 河出書房新社 913.6/ﾋｶﾐ 

海とジイ 藤岡 陽子／著 小学館 913.6/ﾌｼｵ 

燃えよ、あんず 藤谷 治／著 小学館 913.6/ﾌｼﾀ 

平成くん、さようなら 古市 憲寿／著 文藝春秋 913.6/ﾌﾙｲ 

とても短い長い歳月 THE PORTABLE FURUKAWA  

古川 日出男／著 河出書房新社 913.6/ﾌﾙｶ 

レベル 95少女の試練と挫折 汀 こるもの／著 講談社 913.6/ﾐｷﾜ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

はつ恋 村山 由佳／著 ポプラ社 913.6/ﾑﾗﾔ 

熱帯 森見 登美彦／著 文藝春秋 913.6/ﾓﾘﾐ 

いつか深い穴に落ちるまで 山野辺 太郎／著 河出書房新社 913.6/ﾔﾏﾉ 

セレナード 横光利一モダニズム幻想集 横光 利一／著 彩流社 913.6/ﾖｺﾐ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

大人の流儀 ８ 伊集院 静／著 講談社 914.6/ｲｼﾕ 

牧子、還暦過ぎてチューボーに入る 内館 牧子／著 主婦の友社 914.6/ｳﾁﾀ 

岡村靖幸 結婚への道 迷宮編 岡村 靖幸／著 マガジンハウス 914.6/ｵｶﾑ 

針と糸 小川 糸／著 毎日新聞出版 914.6/ｵｶﾜ 

本と虫は家の邪魔 奥本大三郎対談集 奥本 大三郎／著 青土社 914.6/ｵｸﾓ 

しなくていいがまん 小林 麻耶／著 サンマーク出版 914.6/ｺﾊﾔ 

年を重ねて、今がいちばん 下重 暁子／著 大和出版 914.6/ｼﾓｼ 

旅する舌ごころ  

白洲次郎・正子、小林秀雄の思い出とともに巡る美食紀行  

白洲 信哉／著 誠文堂新光社 914.6/ｼﾗｽ 

90歳を生きること 生涯現役の人生学  

童門 冬二／著 東洋経済新報社 914.6/ﾄｳﾓ 

新世界 西野 亮廣／著 KADOKAWA 914.6/ﾆｼﾉ 

森には森の風が吹く 森 博嗣／著 講談社 914.6/ﾓﾘ 

おばちゃん介護道 独身・還暦作家、91歳母を看る  

山口 恵以子／著 大和出版 914.6/ﾔﾏｸ 

ホスピス病棟の夏 川村 湊／著 田畑書店 916/ｶﾜﾑ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

自転車泥棒 呉 明益／著 文藝春秋 923/ｺ 
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Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

幽霊から愛をこめて 赤川 次郎／著 徳間書店 BN/ｱｶ 

よろず占い処陰陽屋秋の狐まつり よろず占い処陰陽屋シリーズ[11]    

天野 頌子／著 ポプラ社 BN/ｱﾏ 

相棒 season１６ 中 輿水 泰弘／ほか脚本 朝日新聞出版 BN/ｲｶ 

リオランド ２ 岩井 恭平／著 KADOKAWA BN/ｲﾜ 

日雇い浪人生活録 ６ 上田 秀人／著 角川春樹事務所 BN/ｳｴ 

ファザーファッカー 内田 春菊／著 文藝春秋 BN/ｳﾁ 

九十九書店の地下には秘密のバーがある  

岡崎 琢磨／著 角川春樹事務所 BN/ｵｶ 

姫の一分 若鷹武芸帖 [3] 岡本 さとる／著 光文社 BN/ｵｶ 

丹波家の殺人  折原 一／著 光文社 BN/ｵﾘ 

火曜新聞クラブ 泉杜毬見台の探偵 階 知彦／著 早川書房 BN/ｶｲ 

たぬき芸者 大江戸落語百景 [3] 風野 真知雄／著 徳間書店 BN/ｶｾ 

消せぬ宿命 大江戸木戸番始末 [9] 喜安 幸夫／著 光文社 BN/ｷﾔ 

流浪の皇女 グイン・サーガ [144] 五代 ゆう／著 早川書房 BN/ｸｲ 

風は西から 小料理のどか屋人情帖 [24] 倉阪 鬼一郎／著 二見書房 BN/ｸﾗ 

道標 天文方・伊能忠敬[2] 小杉 健治／著 朝日新聞出版 BN/ｺｽ 

旗本剣士源三郎 破邪の太刀 早乙女 貢／著 コスミック出版 BN/ｻｵ 

砂の街路図 佐々木 譲／著 小学館 BN/ｻｻ 

セブンス・サイン 行動心理捜査官・楯岡絵麻 [7]佐藤 青南／著 宝島社 BN/ｻﾄ 

スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼 志駕 晃／著 宝島社 BN/ｼｶ 

初春の雪 絵草紙屋万葉堂 [2] 篠 綾子／著 小学館 BN/ｼﾉ 

蒼猫のいる家 篠田 節子／著 新潮社 BN/ｼﾉ 

緊急重役会 城山 三郎／著 文藝春秋 BN/ｼﾛ 

シャドウ・ドクター 警視庁公安 J [5] 鈴峯 紅也／著 徳間書店 BN/ｽｽ 

ここ過ぎて 白秋と三人の妻 瀬戸内 寂聴／著 小学館 BN/ｾﾄ 

鑑定能力で調合師になります ９ 空野 進／著 主婦の友社 BN/ｿﾗ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

冷血 上・下 高村 薫／著 新潮社 BN/ﾀｶ 

水神の棺 古代豪族ミステリー和邇氏篇 橘 沙羅／著 角川春樹事務所 BN/ﾀﾁ 

そしてだれも信じなくなった 土屋 賢二／著 文藝春秋 BN/ﾂﾁ 

ラストライン 堂場 瞬一／著 文藝春秋 BN/ﾄｳ 

刹鬼たち 剣客同心親子舟 [4] 鳥羽 亮／著 角川春樹事務所 BN/ﾄﾊ 

夢探偵フロイト ２ 内藤 了／著 小学館 BN/ﾅｲ 

蛇足屋勢四郎 困りごと、骨折りいたす 中村 朋臣／著 光文社 BN/ﾅｶ 

鬼船の城塞 ２ 鳴神 響一／著 角川春樹事務所 BN/ﾅﾙ 

文字通り激震が走りました 能町 みね子／著 文藝春秋 BN/ﾉｳ 
阿修羅の微笑 日暮左近事件帖 [3] 藤井 邦夫／著 光文社 BN/ﾌｼ 

江戸城炎上 本丸目付部屋 [2] 藤木 桂／著 二見書房 BN/ﾌｼ 

スクールカースト殺人同窓会 堀内 公太郎／著 新潮社 BN/ﾎﾘ 

ルージュ 硝子の太陽[姫川玲子シリーズ] 誉田 哲也／著 光文社 BN/ﾎﾝ 

毒舌少女のために帰宅部辞めました 水埜 アテルイ／著 KADOKAWA BN/ﾐｽ 

囚人奪還 南 英男／著 コスミック出版 BN/ﾐﾅ 

日本婦道記 山本 周五郎／著 新潮社 BN/ﾔﾏ 

トロイの木馬 医療捜査官一柳清香 六道 慧／著 徳間書店 BN/ﾘｸ 

十手婆文句あるかい 火焰太鼓 和久田 正明／著 二見書房 BN/ﾜｸ 

刑事シーハン/紺青の傷痕 オリヴィア・キアナン／著 早川書房 B/ｷｱ 

レイチェルが死んでから フリン・ベリー／著 早川書房 B/ﾍﾘ 

宝石/遺産 モーパッサン／著 光文社 B/ﾓﾊ 

セト＝アポフィスの覚醒  

宇宙英雄ローダン・シリーズ 580 クルト・マール／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

 

Ｔ 暮らし                                                

おしゃれにグレイヘア 染めない選択で美しく！ 世界文化社 T0  

定年後の断捨離 モノを減らして、愉快に生きる  

やました ひでこ／著 大和書房 T0  

 

 

 



20 

 

◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

ボスメイク JunJunメイクで顔もココロもなめられない女になる 

 JunJun／著 小学館 T0  

よくわかるスカーフ、ストール&マフラーの巻き方バイブル  

1枚でおしゃれに差がつく 主婦の友社／編 主婦の友社 T0  

予約の取れない家政婦タスカジさんのラク家事 BOOK  

掃除 洗濯 片づけ タスカジ／監修 扶桑社 T0  

かんたんおしゃれ！手ぬいで楽しむ大人服  

高橋 恵美子／著 ブティック社 T11  

風工房の定番ニット 丁寧に編んで、長く着たい  

風工房／著 日本ヴォーグ社 T13  

白い糸で編むセーターの本 サイチカ／著 文化学園文化出版局 T13  

もっと知りたいアフガン編み おもしろ編み地がいっぱい！  

林 ことみ／著 日本ヴォーグ社 T13  

和文様の編み込みミトン&手袋 レディス・メンズ手袋とレディスミトン 28  

日本ヴォーグ社 T13  

透け感を楽しむオーガンジー刺しゅうのアクセサリー 河出書房新社 T15  

ステッチイデー vol.28 日本ヴォーグ社 T15  

ビーズ刺繡で作る動物と植物のモチーフ帖 吉丸 睦／著 日本文芸社 T15  

美しく魅せるハーバリウム ボトルに綺麗を閉じ込める  

青山 智美／著 日東書院本社 T17  

斉藤謠子の手のひらのたからもの パッチワークで作る愛しの小ものたち  

斉藤 謠子／著 日本ヴォーグ社 T18  

クイリングのかわいいスイーツ 細長い紙をくるくる巻いて作る 

 なかたに もとこ／著 日本ヴォーグ社 T19  

ダンボール織り機で、手織りざぶとん  

フサフサ、もこもこのあったか系から、裂き織りや自然素材の夏仕様まで  

蔭山 はるみ／著 誠文堂新光社 T19  

ヒンメリをつくる 北欧フィンランドの伝統装飾モビール  

山本 睦子／編 誠文堂新光社 T19  

ペットボトルキャップで作るかわいいこもの  

身近な材料で手作りを楽しもう！！ ブティック社 T19  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

平成犬バカ編集部 片野 ゆか／著 集英社 T3  

料理が苦痛だ 本多 理恵子／著 自由国民社 T40  

きょうから、料理上手 コツがわかるから自信がつくきほんの 10皿とアレンジ 50 

 山脇 りこ／著 家の光協会 T41  

子どもはレシピ 10個で育つ。 上田 淳子／著 光文社 T41  

つまみでおかず 居酒屋気分で酒の肴 瀬尾 幸子／著 家の光協会 T41  

何度も作りたくなるストウブレシピ 無水調理からパンまで  

上島 亜紀／著 ナツメ社 T41  

脳がよみがえる「水煮缶」レシピ 認知症予防！  

佐古田 三郎／監修 PHP研究所 T41  

ひとり小鍋 食べたいものを、好きな味で、好きなだけ。 

自分のための、とびきりおいしい、土鍋のレシピ。 福森 道歩／著 東京書籍 T41  

野菜のおいしい冷凍・解凍 鈴木 徹／著 毎日新聞出版 T41  

乾物マジックレシピ サカイ 優佳子／著 山と溪谷社 T43  

わかくさ保育園の 7品目を使わないアレルギー対応レシピ  

末次 敦子／著 芽ばえ社 T49  

選ぶまえに知っておきたいマンションの常識 基礎編  

マンションマエストロ検定 2級&3級公式テキスト  

東京カンテイマンションライブラリマンションマエストロ検定事務局／企画  

枻出版社 T5  

コケを楽しむ庭づくり 豊富な植栽例と植えつけの実際、美しく保つコツ 

 大野 好弘／著 講談社 T6  

もっと簡単で確実にふやせるさし木・つぎ木・とり木  

成功率の高い、樹木・観葉植物・草花のふやし方 高柳 良夫／著 日本文芸社 T6  

たまひよ赤ちゃんのしあわせ名前事典 2019-2020年版  

たまごクラブ／編 ベネッセコーポレーション T8  
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Ｓ 日野市や地域・行政に関する資料                                                

東北の幕末維新 米沢藩士の情報・交流・思想  

友田 昌宏／著 吉川弘文館 SB5.3  

紛争リスクを回避する自治体職員のための住民監査請求・ 

住民訴訟の基礎知識 松村 享／著 第一法規 SF3  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

電子図書館・電子書籍貸出サービス調査報告 2018  

植村 八潮／編著 電子出版制作・流通協議会 R010  

新聞集成昭和編年史 昭和 40年版３  

明治大正昭和新聞研究会／編集制作 新聞資料出版 R217  

全国市町村要覧 平成 30年版 市町村要覧編集委員会／編 第一法規 R318.1  

労働総覧 平成 31年版 労働法令協会／編 労働法令 R366.1  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- 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 
  

『難儀もまた楽し 松下幸之助とともに歩んだ私の人生』 

松下 むめの／著 PHP研究所 2014.1 

 

著者の松下むめのさんは、松下幸之助氏の夫人で、松下電器のもう一人の創業者とも

言われています。本社敷地内にはその功績を称え、ご夫婦の銅像が建っているそう 

です。タイトルの「難儀もまた楽し」からもあるように、大変な苦労をされていても

それをなんということもなく受け入れた豪放磊落な女性でもあったそうです。それを

聞くと少々怖そうな人物像を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんが、この

エッセイからは怖そうな印象は全くなく、日々の暮らしや考えを正直に綴ってあり、

とても読み易いです。分類記号 281（外国人は 289.8）の伝記のコーナーは「この 

ようなすごい人がいたのか！」と知らなかった人物を発見できる、とても興味深い 

コーナーです。小説はほとんど読んでしまって何か読む本をお探しの方なども新しい

発見があるかもしれません。また児童コーナーの伝記も大人が読んでも十分なものが

たくさんあります。よろしければぜひご覧になってください。（K）   

1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 
16日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

31日（木） 10：30～ ― ― 

高幡図書館 
9日（水） 

15：00～ 15：30～ 16：00～ 
23日（水） 

日野図書館 23日（水） ― ― 16：00～ 

多摩平図書館 
17日（木） 10：30～ ― ― 

30日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

平山図書館 24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 24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 1 月 2 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 

 

 

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 

 

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 1月・2月巡回日程 


