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２０１９年 ２月 №234 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

２月１１日（月）祝日は開館します！ 

（市政図書室を除く） 

2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 単発読書会 土曜日！ほっとぶっくくらぶ 

を開催しました！ 

P.3 [日野宿発見隊]日野宿㊙おひなさまめぐり 

  多摩平の森ふれあい館まつり 図書館では、「雑誌」 

「児童書」のリサイクル資料を頒布します！ 

P.4 図書館に入った新しい本  

P.19 図書館員の本箱 

   2月のおはなし会 

P.20 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） 
4日 18日 25日    

市政図書室（日曜日・祝日） 3日 10日 11日 17日 24日  
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 12月 8日（土）、百草図書館 2階談話室にて単発読書会「土曜日！ほっとブック

クラブ」を開催しました。 

 今回は、人気作家・西加奈子さんの長編小説『漁港の肉子ちゃん』を取り上げまし

た。百草図書館での読書会開催は初の試みでしたが、6名の方にご参加いただき、職

員とお紅茶を飲みながら、本を通じて気楽に語り合う会となりました。 

 取り上げた作品の内容をきっかけに、参加された方々の「出身地」や「食べ物」「ご

近所づきあい」「子育て」「好きな本」についての話が盛り上がる場面も。「色々な角

度から意見や感想が出て、楽しかった。」「本の話ができるだけで幸せです。」など、

多くの感想をいただきました。 

 また当日は、西さんが執筆された小説やエッセイをはじめとする関連資料の展示

も行い、会の終了後、「西さんのほかの本も 

読んでみようと思った。」と関連資料を借り 

て帰られる方もいらっしゃいました。 

 参加してくださった皆さま、 

ありがとうございました！           関連資料の展示 

単発読書会 

土曜日！ほっとブッククラブ 
を開催しました！  
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行先は当日のお楽しみ。 

開催日：平成３１年３月２日（土）９時半から正午 

まち歩きエリア：日野宿内   

集合場所：日野図書館駐車場（日野本町７－５－１４） 

定員：先着１５名 

申込期間：２月１９日（火）～２月２８日（木） 

申込方法：日野図書館へ電話または来館 

申込・問合：日野図書館 電話 ０４２－５８４－０４６７ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

日時 午前 10時～午後 4時 
（なくなり次第終了） 

場所  

雑 誌 → 1階 ラウンジスペース 

児童書 → 2階 子ども家庭支援センター多摩平 

「はぴはぴ」前スペース 

多摩平の森ふれあい館まつり 
 

図書館では、「雑誌」「児童書」の 

を頒布します！ 

 第 88弾 まち歩き会 

日野宿㊙おひなさまめぐり 
 http://www.hinoshuku.com 

問合せ：多摩平図書館 042-583-2561 

http://hinoshuku.com/index.html
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  図書館に入った 新 し い 本 
11月 28日から 12月 25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                                       

図書館さんぽ 本のある空間で世界を広げる  

図書館さんぽ研究会／編 駒草出版 016.21  

フェイクニュースを科学する  

拡散するデマ、陰謀論、プロパガンダのしくみ 笹原 和俊／著 化学同人 070  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

存在と時間 ５ ハイデガー／著 光文社 134.9  

デリダと死刑を考える 高桑 和巳／編著 白水社 135.9  

この脳の謎、説明してください！ 知らないと後悔する脳にまつわる 40の話 

 アート・マークマン／著 青土社 140.4/ﾏ 

記憶術全史 ムネモシュネの饗宴 桑木野 幸司／著 講談社 141.3  

後悔しない超選択術 メンタリスト DaiGo／著 西東社 141.8  

オカルティズム 非理性のヨーロッパ 大野 英士／著 講談社 147  

なぜあの人は感じがいいのか。 中谷 彰宏／著 学研プラス 159  

働きアリからの脱出 個人で始める働き方改革 越川 慎司／著 集英社 159  

「全部、思い通り？」になる方法 宮本 佳実／著 三笠書房 159.6  

NHK ラジオ深夜便絶望名言 頭木 弘樹／著 飛鳥新社 159.8  

一神教と戦争 橋爪 大三郎／著 集英社 167  

オウム死刑囚魂の遍歴 井上嘉浩すべての罪はわが身にあり 

 門田 隆将／著 PHP研究所 169.1  

「オウム」は再び現れる 島田 裕巳／著 中央公論新社 169.1  

英訳付き明治神宮案内帖  

明治神宮／監修 パルコエンタテインメント事業部 175.9  

謎解き聖書物語 長谷川 修一／著 筑摩書房 193.1  
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２００ 歴史・伝記・地理                                                

怖い橋の物語 中野 京子／著 河出書房新社 204/ﾅ 

人類 5000年史 ２ 出口 治明／著 筑摩書房 209  

歴史を知る楽しみ 史料から日本史を読みなおす  

家近 良樹／著 筑摩書房 210  

考証要集 ２ 大森 洋平／著 文藝春秋 210.4/ｵ 

日本史の深層 矢作 直樹／著 扶桑社 210.4/ﾔ 

日本神話の「謎」を歩く 藤井 勝彦／文・写真 天夢人 213  

北条氏康の家臣団 戦国「関東王国」を支えた一門・家老たち  

黒田 基樹／著 洋泉社 214.7  

徳川家康の江戸プロジェクト 門井 慶喜／著 祥伝社 215.2  

日本の戦争 ２ 山田 朗／著 新日本出版社 216  

図説写真で見る満州全史 平塚 柾緒／著 河出書房新社 222.5  

第三帝国の歴史 １・２ リチャード・J.エヴァンズ／著 白水社 234  

花と緑が語るハプスブルク家の意外な歴史  

関田 淳子／編 朝日新聞出版 234.6  

世界自然遺産でたどる美しい地球 高木 秀雄／監修 新星出版社 290.9  

世界の国境を歩いてみたら… 行かなきゃわからない国境のサプライズ！ 

「世界の国境を歩いてみたら…」番組取材班／著 河出書房新社 290.9  

ブラタモリ 15・16 NHK「ブラタモリ」制作班／監修 KADOKAWA 291  

森の教え、海の教え 辺境の旅から 芦原 伸／著 天夢人 291  

地図で楽しむすごい埼玉 都道府県研究会／著 洋泉社 291.34  

東京下町の開発と景観 中世編 谷口 榮／著 雄山閣 291.36 

ミシュランガイド東京 2019 日本ミシュランタイヤ 291.36   

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

JAPAN CLASS この星にニッポンがあってよかった！  

ジャパンクラス編集部／編 東邦出版 302.1  

東京格差 浮かぶ街・沈む街 中川 寛子／著 筑摩書房 302.1  

未来の再建 暮らし・仕事・社会保障のグランドデザイン  

井手 英策／著 筑摩書房 302.1  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

地図で見る東南アジアハンドブック ユーグ・テルトレ／著 原書房 302.23  

シリア内戦 安武 塔馬／著 あっぷる出版社 302.28  

安倍政治 100のファクトチェック 南 彰／著 集英社 312.1  

政治の衰退 下 フランス革命から民主主義の未来へ  

フランシス・フクヤマ／著 講談社 313  

天皇制ってなんだろう？ 宇都宮 健児／著 平凡社 313.6  

アンダークラス 新たな下層階級の出現 橋本 健二／著 筑摩書房 316.3  

北朝鮮の漂着船 海からやってくる新たな脅威 荒木 和博／著 草思社 319.1  

偽ニュースとプロパガンダ全内幕 古森 義久／著 産経新聞出版 319.1  

アメリカ侵略全史  

第 2次大戦後の米軍・CIAによる軍事介入・政治工作・テロ・暗殺  

ウィリアム・ブルム／著 作品社 319.53  

米中衝突 危機の日米同盟と朝鮮半島 手嶋 龍一／著 中央公論新社 319.53 

家族を「争族」から守った遺言書 30文例 相続診断協会／編 日本法令 324.7  

はじめての相続+遺品整理 明石 久美／著 水王舎 324.7  

公務員弁護士のすべて 岡本 正／編集代表 第一法規 327.1  

経済が競争でない時代 人口減少の先の地域市場デザイン 

 大庫 直樹／著 中央公論新社 332.1  

ついに始まった日本経済「崩壊」 浜 矩子／著 SBクリエイティブ 332.1  

日経新聞と財務省はアホだらけ 高橋 洋一／著 産経新聞出版 332.1  

この 1冊でわかる世界経済の新常識 2019  

熊谷 亮丸／監修 日経 BP社 333.6  

お金は愛 人を育てるお金、ダメにするお金  

小山 昇／著 ダイヤモンド社 335.1  

NHK芸人先生  

コミュニケーションの達人「お笑い芸人」に学ぶビジネス基礎講座  

NHK「芸人先生」制作班／編 宝島社 336  

発想力 「0から 1」を生み出す 15の方法 大前 研一／著 小学館 336  

NEW POWER これからの世界の「新しい力」を手に入れろ  

ジェレミー・ハイマンズ／著 ダイヤモンド社 336.1  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

トヨタ社員だけが知っている超効率仕事術  

渡邉 英理奈／著 フォレスト出版 336.2  

税理士になるには 西山 恭博／著 ぺりかん社 336.9  

そのまま使える経理&会計のための Excel入門  

井ノ上 陽一／著 日本実業出版社 336.9  

高校生からのリーダーシップ入門 日向野 幹也／著 筑摩書房 361.4  

退職・転職を考えたらこの 1冊 岡田 良則／著 自由国民社 366.2  

わたしをひらくしごと 野村 美丘／取材・文 KTC中央出版 366.2  

LGBT と家族のコトバ LGBTER／著 双葉社 367.6  

60歳からの新・幸福論 定年後をラクに生きる新常識！  

曽野 綾子／ほか著 宝島社 367.9  

地面師 他人の土地を売り飛ばす闇の詐欺集団 森 功／著 講談社 368.6  

ケアマネジャーをめざす人の本 '19年版 介護支援専門員  

コンデックス情報研究所／編著 成美堂出版 369.2  

障害者の傷、介助者の痛み 渡邉 琢／著 青土社 369.2  

なぜ人と人は支え合うのか 「障害」から考える  

渡辺 一史／著 筑摩書房 369.2  

災害支援者支援 高橋 晶／編著 日本評論社 369.3  

「小さないのち」を守る 事故、虐待、いじめ…証言から学ぶ予防と対策 

 朝日新聞取材班／著 朝日新聞出版 369.4  

暴力を受けていい人はひとりもいない 阿部 真紀／著 高文研 369.4  

０才から１００才まで学び続けなくてはならない時代を生きる学ぶ人と育てる人 

のための教科書              落合 陽一／著 小学館 370.4/ｵ  

学校の「当たり前」をやめた。 生徒も教師も変わる！公立名門中学校長の改革 

                  工藤 勇一／著 時事通信出版局 376.3  

通信制高校のすべて 手島 純／編著 彩流社 376.4  

中学受験「必笑法」 おおた としまさ／著 中央公論新社 376.8  

陰陽五行でわかる日本のならわし 長田 なお／著 淡交社 382.1  

鷹と生きる 鷹使い・松原英俊の半生 谷山 宏典／著 山と溪谷社 384.3  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

江戸を賑わした色街文化と遊女の歴史 安藤 優一郎／監修 カンゼン 384.9  

ソロモン海の戦闘旗 空母瑞鶴戦史<ソロモン攻防篇>  

森 史朗／著 潮書房光人新社 391.2  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

世界は足し算でできている 古代ギリシャからコンピューターまで 

 桜井 進／著 PHPエディターズ・グループ 410.4/ｻ 

素粒子論の始まり 湯川・朝永・坂田を中心に 亀淵 迪／著 日本評論社 429.6  

世界で一番美しいかくれんぼ アンナ・レヴィン／文 小学館 481.7  

謎のカラスを追う 頭骨と DNAが語るカラス 10万年史  

中村 純夫／著 築地書館 488.9  

<あまり>病気をしない暮らし 仲野 徹／著 晶文社 490.4/ﾅ 

生命科学の未来 がん免疫治療と獲得免疫 本庶 佑／著 藤原書店 491.8  

ちょっと心配な健康診断の数値がすぐにわかる本  

和田 高士／監修 学研プラス 492.1  

更年期からのコレステロールを下げる毎日ごはん ほうっておくのは NG！ 

田中 明／病態監修 女子栄養大学出版部 493.24  

鼓動が止まるとき 1万 2000回、心臓を救うことをあきらめなかった外科医  

スティーヴン・ウェスタビー／著 みすず書房 494.64  

専門医が教える組み合わせ自在腎臓病レシピ  

一生使える 280レシピ 両角 國男／監修 西東社 494.93  

自分で治す！頻尿・尿もれ  

自宅でも移動中でもできる骨盤底筋トレーニングつき 

 関口 由紀／著 洋泉社 494.95  

唾液サラネバ健康法 脳卒中・がん・肌の老化予防から、誤えん性肺炎まで 

 槻木 恵一／著 主婦と生活社 497.9  

医師が教える！健康あんしん旅 シニア世代へ 25のアドバイス 

 JR東京総合病院／著・監修 交通新聞社 498  

いのちの値段 医療と費用を巡る 50の物語 読売新聞医療部／著 講談社 498  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

病者障害者の戦後 生政治史点描 立岩 真也／著 青土社 498.16  

健康マニア、何が楽しい 体にいいことばかりやってて疲れない？ 

 新見 正則／著 集英社 498.3  

図解一生、薬がいらない体のつくり方 9割の薬は「飲んではいけない」 

 岡本 裕／著 三笠書房 498.3  

巻き肩は治る！ 小池 義孝／著 東邦出版 498.3  

病気の 9割は歩くだけで治る！ PART2 長尾 和宏／著 山と溪谷社 498.35  

物忘れ・認知症を撃退！脳がよみがえるきくち体操  

菊池 和子／著 宝島社 498.39  

病気を防ぐ！改善する！「食べ方」事典 

正しく上手に栄養をとる最新情報&102レシピ 

「きょうの健康」番組制作班／編 主婦と生活社 498.58  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

歴史作家の城めぐり 戦国の覇権を競った武将たちの夢のあと 

 伊東 潤／著 プレジデント社 521.8  

「地区の家」と「屋根のある広場」 イタリア発・公共建築のつくりかた 

 小篠 隆生／共著 鹿島出版会 526.3  

国産バス図鑑 1945-1970 筒井 幸彦／編・著 三樹書房 537.9  

今すぐ使えるかんたんぜったいデキます！インスタグラム超入門 

 リンクアップ／著 技術評論社 548.3  

USB メモリー徹底活用技 オンサイト／著 技術評論社 548.7  

わかる！使える！3Dプリンター入門 水野 操／著 日刊工業新聞社 548.7  

段ボールはたからもの 偶然のアップサイクル  

島津 冬樹／文と絵 柏書房 585.7  

世界に一軒だけのパン屋 地産地消で年商十億円北海道『満寿屋』三代の奇跡 

 野地 秩嘉／著 小学館 588.3  

ツウになる！焼酎の教本 焼酎・泡盛好きとの会話が盛り上がる！ 

 友田 晶子／著 秀和システム 588.5  
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６００ 産業・交通・通信                                                                                         

堀江貴文 VS.鮨職人 鮨屋に修業は必要か？ 堀江 貴文／著 ぴあ 673.9  

これからはじめる商品撮影の教科書 売れる商品写真が「今すぐ」撮れる！ 

 長谷川 修／著 技術評論社 674.2  

アナログの逆襲 「ポストデジタル経済」へ、ビジネスや発想はこう変わる  

デイビッド・サックス／著 インターシフト 675.3  

はじめてのスマートフォンの困ったをサクッと解決  

吉岡 豊／著 秀和システム 694  

安倍官邸 vs.NHK 森友事件をスクープした私が辞めた理由  

相澤 冬樹／著 文藝春秋 699.6  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

石ノ森章太郎とサイボーグ 009 ペン編集部／編 CCCメディアハウス 726.1  

イギリスの絵本 下 吉田 新一／編著 朝倉書店 726.5  

世界一周猫の旅 トラネコボンボンの 365日  

中西 なちお／著 誠文堂新光社 726.5  

MOZU トリックラクガキアート集 MOZU／画 玄光社 726.5  

ペン 1本で描くアート文字ハンドレタリング  

朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 727.8  

カメラ 1年生 iPhone・スマホ写真編 矢島 直美／著 インプレス 743 

写真の撮り方ガイドブック 河野 鉄平／著 玄光社 743  

ページと力 手わざ、そしてデジタル・デザイン 鈴木 一誌／著 青土社 749  

カミキィの季節のおりがみ 飾る・使う・贈る カミキィ／著 日本文芸社 754.9  

クラシック不滅の名盤 1000 レコード芸術／編 音楽之友社 760.9  

ドビュッシー最後の一年 青柳 いづみこ／著 中央公論新社 762.8/ﾄ 

はじめてのアメリカ音楽史 ジェームス・M.バーダマン／著 筑摩書房 764.7  

三線上達のポイント 日高 桃子／監修 メイツ出版 768.1  

泥沼スクリーン これまで観てきた映画のこと  

春日 太一／著 文藝春秋 778.21  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

全身芸人 本物たちの狂気、老い、そして芸のすべて  

田崎 健太／取材・文 太田出版 779  

上方らくごの舞台裏 小佐田 定雄／著 筑摩書房 779.1  

イップスは治る！ 飯島 智則／著 洋泉社 780.1  

ランニングスタートブック 金 哲彦／監修 枻出版社 782.3  

DVDでマスター！ラグビー 3 カ月でうまくなる基本スキル  

井上 正幸／監修 学研プラス 783.4  

ニッポンのゲレンデ 2019 実業之日本社 784.3  

山スキールート 212 山とスキー編集部／編 山と溪谷社 784.3  

観戦力が高まる！フィギュアスケート「美」のツボ  

振り付け・衣装から身体のつくり方まで 今井 遙／著 誠文堂新光社 784.6  

ワールド・フィギュアスケート 83(2018Dec.) 新書館 784.6  

完本山靴の音 芳野 満彦／著 山と溪谷社 786.1  

スポーツクライミング「リード」上達バイブル 実践テクで差がつく！ 

安間 佐千／監修 メイツ出版 786.1  

史上初の符号を使わない将棋の指し方入門 砂村 洋輔／著 主婦の友社 796  

 

８００ 語学                                                        

最高の雑談術 乱談のセレンディピティ 外山 滋比古／著 扶桑社 809.4  

辞書編集、三十七年 神永 曉／著 草思社 813.1  

中国人のこころ 「ことば」からみる思考と感覚  

小野 秀樹／著 集英社 820.4/ｵ 

漢字学ことはじめ 日本漢字学会／編 日本漢字能力検定協会 821.2  

英語は 3語で伝わります どんどん話せる練習英文 100  

中山 裕木子／著 ダイヤモンド社 837.8  

口が覚えるロシア語 臼山 利信／著 三修社 887.8  

ニューエクスプレスプラス ラトヴィア語 堀口 大樹／著 白水社 889.9  

ニューエクスプレスプラス スワヒリ語 竹村 景子／著 白水社 894.7  
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９００～９１９ 文学一般・日本の文学                                                                        

このライトノベルがすごい！ 2019  

『このライトノベルがすごい！』編集部／編 宝島社 901.3  

本・子ども・絵本 中川 李枝子／著 文藝春秋 909  

折口信夫的思考 越境する民俗学者 上野 誠／著 青土社 910.2/ｵ 

慶應義塾文学科教授 永井荷風 末延 芳晴／著 集英社 910.2/ﾅ 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

魔術 芥川龍之介幻想ミステリ傑作集 芥川 龍之介／著 彩流社 913.6/ｱｸﾀ 

平場の月 朝倉 かすみ／著 光文社 913.6/ｱｻｸ 

この道 大石 直紀／著 小学館 913.6/ｵｵｲ 

海近旅館 柏井 壽／著 小学館 913.6/ｶｼﾜ 

残心 鏑木 蓮／著 徳間書店 913.6/ｶﾌﾗ 

影を歩く 小池 昌代／著 方丈社 913.6/ｺｲｹ 

とちおとめのババロア 小谷野 敦／著 青土社 913.6/ｺﾔﾉ 

キンモクセイ 今野 敏／著 朝日新聞出版 913.6/ｺﾝﾉ 

光まで５分 桜木 紫乃／著 光文社 913.6/ｻｸﾗ 

青山に在り 篠 綾子／著 KADOKAWA 913.6/ｼﾉ 

あなたの愛人の名前は 島本 理生／著 集英社 913.6/ｼﾏﾓ 

悲願花 下村 敦史／著 小学館 913.6/ｼﾓﾑ 

府中三億円事件を計画・実行したのは私です。  

白田／著 ポプラ社 913.6/ｼﾛﾀ 

神のダイスを見上げて 知念 実希人／著 光文社 913.6/ﾁﾈﾝ 

ほどなく、お別れです 長月 天音／著 小学館 913.6/ﾅｶﾂ 

ばけばけ 那須 正幹／著 ポプラ社 913.6/ﾅｽ 

平戸から来た男 西村 京太郎／著 徳間書店 913.6/ﾆｼﾑ 

羅針盤は壊れても 小説集 西村 賢太／著 講談社 913.6/ﾆｼﾑ 
フランス座 ビートたけし／著 文藝春秋 913.6/ﾋﾄﾀ 

すみれ屋敷の罪人 降田 天／著 宝島社 913.6/ﾌﾙﾀ 

ハイキュー！！ショーセツバン！！ 10  

 星 希代子／[ノベライズ]著  集英社 913.6/ﾎｼ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

官邸ポリス 総理を支配する闇の集団 幕 蓮／著 講談社 913.6/ﾏｸ 

月夜に傘をさした話 正岡 容／著 幻戯書房 913.6/ﾏｻｵ 

芙蓉の干城(たて) 松井 今朝子／著 集英社 913.6/ﾏﾂｲ 

作りかけの明日 三崎 亜記／著 祥伝社 913.6/ﾐｻｷ 

あの日、あの時、あの場所から 水沢 秋生／著 キノブックス 913.6/ﾐｽｻ 

黒猫のいない夜のディストピア 森 晶麿／著 早川書房 913.6/ﾓﾘ 

水曜日の手紙 森沢 明夫／著 KADOKAWA 913.6/ﾓﾘｻ 

開成をつくった男、佐野鼎 柳原 三佳／著 講談社 913.6/ﾔﾅｷ 

緑と楯 ハイスクール・デイズ 雪舟 えま／著 集英社 913.6/ﾕｷﾌ 

本と鍵の季節 米澤 穂信／著 集英社 913.6/ﾖﾈｻ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

井伏さんの将棋 小沼 丹／著 幻戯書房 914.6/ｵﾇﾏ 

ん！？ 宮藤 官九郎／著 文藝春秋 914.6/ｸﾄｳ 

われは歌えどもやぶれかぶれ 椎名 誠／著 集英社 914.6/ｼｲﾅ 

わるい食べもの 千早 茜／著 ホーム社 914.6/ﾁﾊﾔ 

ズレてる、私！？ 平成最終通信 中野 翠／著 毎日新聞出版 914.6/ﾅｶﾉ 

遠きにありて 西川 美和／著 文藝春秋 914.6/ﾆｼｶ 

「さみしさ」の研究 ビートたけし／著 小学館 914.6/ﾋﾄﾀ 

人生是、途中なり 松尾 スズキ／著 朝日新聞出版 914.6/ﾏﾂｵ 

私が食べた本 村田 沙耶香／著 朝日新聞出版 914.6/ﾑﾗﾀ 

お金がない！ 赤瀬川 原平／ほか著 河出書房新社 914.6 

僕が骨髄提供をした理由(わけ)。 木下 ほうか／著 辰巳出版 916/ｷﾉｼ 

がんに生きる なかにし 礼／著 小学館 916/ﾅｶﾆ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

言葉の品格 イ ギジュ／著 光文社 929.1/ｲ 

82年生まれ、キム・ジヨン チョ ナムジュ／著 筑摩書房 929.1/ﾁ 

ホフマン博士の地獄の欲望装置 アンジェラ・カーター／著 図書新聞 933/ｶ 

大統領失踪 上・下 ビル・クリントン／著 早川書房 933/ｸ 
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◆◆◆９２０～９９９ 外国の文学（つづき）◆◆◆ 

何があってもおかしくない エリザベス・ストラウト／著 早川書房 933/ｽ 

ケイレブ ハーバードのネイティブ・アメリカン  

ジェラルディン・ブルックス／著 平凡社 933/ﾌ 

最強の女性狙撃手 レーニン勲章を授与されたリュドミラの回想 

 リュドミラ・パヴリチェンコ／著 原書房 984/ﾊ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

明日に手紙を 赤川 次郎／著 実業之日本社 BN/ｱｶ 

獅子吼 浅田 次郎／著 文藝春秋 BN/ｱｻ 

かげろうの恋 もんなか紋三捕物帳 井川 香四郎／著 光文社 BN/ｲｶ 

悪党町奴夢散際 乾 緑郎／著 幻冬舎 BN/ｲﾇ 

夢みる葦笛 上田 早夕里／著 光文社 BN/ｳｴ 

夏泊殺人岬 内田 康夫／著 徳間書店 BN/ｳﾁ 

魔女の封印 上・下 大沢 在昌／著 文藝春秋 BN/ｵｵ 

ハゼルナ 警視庁テロ対策分室 荻野目 悠樹／著 徳間書店 BN/ｵｷ 

向田理髪店 奥田 英朗／著 光文社 BN/ｵｸ 

地面師 推理小説集 梶山 季之／著 光文社 BN/ｶｼ 

面影橋まで 文庫オリジナル 傑作時代小説 柏田 道夫／著 光文社 BN/ｶｼ 

眠れない凶四郎 1 耳袋秘帖 風野 真知雄／著 文藝春秋 BN/ｶｾ 

孤狼 追われもの 2 金子 成人／著 幻冬舎 BN/ｶﾈ 

ヘヴィーオブジェクト 欺瞞迷彩クウェン子ちゃん  

鎌池 和馬／著 KADOKAWA BN/ｶﾏ 

継母の連れ子が元カノだった 紙城 境介／著 KADOKAWA BN/ｶﾐ 

ことぶき酒店御用聞き物語 桑島 かおり／著 光文社 BN/ｸﾜ 

焦土の鷲 イエロー・イーグル 五條 瑛／著 徳間書店 BN/ｺｼ 

遠山金四郎が消える 小杉 健治／著 幻冬舎 BN/ｺｽ 

因業探偵リターンズ 新藤礼都の冒険 小林 泰三／著 光文社 BN/ｺﾊ 

天使はモップを持って 女性清掃人探偵キリコシリーズ 

近藤 史恵／著 実業之日本社 BN/ｺﾝ 

内調特命班邀撃捜査 今野 敏／著 徳間書店 BN/ｺﾝ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

いざ帰りなん 新・古着屋総兵衛 17 佐伯 泰英／著 新潮社 BN/ｻｴ 

とんちんかん あやかし同心捕物控 [3] 霜島 けい／著 光文社 BN/ｼﾓ 

魔王討伐すら出来る俺、異世界最強の賭博師になる  

セツナセイ／著 KADOKAWA BN/ｾﾂ 

密命同心轟三四郎 空飛ぶ千両箱 千野 隆司／著 コスミック出版 BN/ﾁﾉ 

この世にたやすい仕事はない 津村 記久子／著 新潮社 BN/ﾂﾑ 

成就 孫連れ侍裏稼業 [4] 鳥羽 亮／著 幻冬舎 BN/ﾄﾊ 

ペンギン鉄道なくしもの係リターンズ 名取 佐和子／著 幻冬舎 BN/ﾅﾄ 

江戸萬古の瑞雲 多田文治郎推理帖 [3] 鳴神 響一／著 幻冬舎 BN/ﾅﾙ 

天地の狭間のランダム・ウォーカー 西 条陽／著 KADOKAWA BN/ﾆｼ 

橋本治のかけこみ人生相談 橋本 治／著 幻冬舎 BN/ﾊｼ 

おおあたり しゃばけシリーズ [15] 畠中 恵／著 新潮社 BN/ﾊﾀ 

最恐組織 警視庁公安部・青山望 [12] 濱 嘉之／著 文藝春秋 BN/ﾊﾏ 

剣豪医無双剣 江戸城の策略 早瀬 詠一郎／著 コスミック出版 BN/ﾊﾔ 

逢魔の天狗 居眠り同心影御用 28 早見 俊／著 二見書房 BN/ﾊﾔ 

罪の終わり 東山 彰良／著 新潮社 BN/ﾋｶ 

シキガミ×クエスト 異世界のモンスターを式神にして強くなる 

 ヒツキ ノドカ／著 KADOKAWA BN/ﾋﾂ 

「御宿かわせみ」ミステリ傑作選 平岩 弓枝／著 文藝春秋 BN/ﾋﾗ 

唐金の兵団 鉄の王 [3] 平谷 美樹／著 徳間書店 BN/ﾋﾗ 

隠密旗本 荒事役者 福原 俊彦／著 光文社 BN/ﾌｸ 

裏切り 新・秋山久蔵御用控 3 藤井 邦夫／著 文藝春秋 BN/ﾌｼ 

こんな夜更けにバナナかよ 前川 奈緒／ノベライズ 文藝春秋 BN/ﾏｴ 

評定所留役秘録 父鷹子鷹 牧 秀彦／著 二見書房 BN/ﾏｷ 

数の風景 松本清張プレミアム・ミステリー 松本 清張／著 光文社 BN/ﾏﾂ 

編集者ぶたぶた 矢崎 存美／著 光文社 BN/ﾔｻ 

江戸の闇風 黒桔梗裏草紙 山本 巧次／著 幻冬舎 BN/ﾔﾏ 

ながい坂 上・下 山本 周五郎／著 新潮社 BN/ﾔﾏ 

現代編・遠の眠りのみな目覚め 少年陰陽師 [54] [現代編] [2] 

結城 光流／著 KADOKAWA BN/ﾕｳ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

俠盗組鬼退治 天下祭 吉田 雄亮／著 実業之日本社 BN/ﾖｼ 

1968三億円事件 日本推理作家協会／編 幻冬舎 BN  

英国王の暗号円盤を解読せよ！ 上・下  

クライブ・カッスラー／著 扶桑社 B/ｶﾂ 

星間帝国の皇女 ラスト・エンペロー  

ジョン・スコルジー／著 早川書房 B/ｽｺ 

死刑囚最後の日 ユゴー／著 光文社 B/ﾕｺ 

暗殺者のゲーム 上・下 ウォード・ラーセン／著 竹書房 B/ﾗｾ 

ヴィシュナ熱 宇宙英雄ローダン・シリーズ 582  

トーマス・ツィーグラー／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

ブルーバード、ブルーバード アッティカ・ロック／著 早川書房 B/ﾛﾂ 

 

Ｔ 暮らし                                                

片づけのプロが教える心地いい暮らしの整え方  

下村 志保美／著 三笠書房 T0  

結婚する子どものために親がすること、できること  

 岡村 奈奈／著 日本文芸社 T0  

たった 1か所を「眺める」ことで始まる！人生を変える片づけ  

井田 典子／著 主婦と生活社 T0  

ラッピングアイデアブック オギハラ ナミ／著 朝日新聞出版 T0  

ステキを作る 60代からのソーイング vol.2 ブティック社 T11  

着物の教科書 全日本きもの振興会／監修 新星出版社 T12  

なわ編みのセーターと小もの セブン&アイ出版 T13  

ハイミセスの手編みの帽子 ブティック社 T13  

ゆびあみかんたんレッスン 篠原 くにこ／監修 主婦の友社 T13  

大高輝美のコロコロ人形 大高 輝美／著 ブティック社 T16  

レトロですてきなおんなのこ フェルトで作る着せかえドール 

 あけつん！／著 文化学園文化出版局 T16  

パッチワークハンドブック いつも手元に 日本ヴォーグ社 T18  

幾何学模様の美しいヒンメリ 大岡 真奈／著 河出書房新社 T19  



17 

 

◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

樹脂粘土でつくるわくわくミニチュアお弁当  

関口 真優／著 河出書房新社 T19  

マクラメの小さなインテリア 主婦の友社／編 主婦の友社 T19  

リネンで作る、つるし飾り 堀川 波／著 誠文堂新光社 T19  

猫と一緒に生き残る防災 BOOK 決定版  

猫びより編集部／編 日東書院本社 T3  

蔵人直伝日本酒つまみ 酒 GO委員会／著 日東書院本社 T41  

子どもと食べたい作りおきおかず 1歳半-5歳  

中村 美穂／著 世界文化社 T41  

白崎裕子の料理とおやつ うかたま連載 5年分！  

白崎 裕子／著 農山漁村文化協会 T41  

はじめての台湾料理 星野 奈々子／著 パルコエンタテインメント事業部 T41  

予約の取れない家政婦マコのポリ袋でつくりおき  

mako／著 ワニブックス T41  

ティーとアペロ お茶の時間とお酒の時間 140のレシピ  

長尾 智子／著 柴田書店 T46  

民芸お菓子 福田 里香／著 ディスカバー・ジャパン T46  

夢のゴージャスチョコレシピ 3step・5stepでかんたん  

木村 幸子／著 主婦の友インフォス T46  

名前がわかる！フルーツ&ベジタブル図鑑   

Fruits & Vegetables 1880 品種 主婦の友社／編 主婦の友社 T49  

大人の幸せなインテリア 女性がくつろげる家・40軒  

HERS編集部／編 光文社 T5  

小さな家のリノベーション エクスナレッジ T5  

良い間取り悪い間取り プロだけが知っている心地よい住まいのつくりかた 

 ザ・ハウス／著 エクスナレッジ T5  

男の子の学力の伸ばし方 富永 雄輔／著 ダイヤモンド社 T9  

にきたま カヒミ カリィ／著 祥伝社 T9  
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Ｓ 日野市や地域・行政に関する資料                                                

アーネスト・サトウと倒幕の時代 孫崎 享／著 現代書館 SB5.2  

呪われた戊辰戦争 鎮魂なき 150年 星 亮一／著 さくら舎 SB5.25  

マンガ面白いほどよくわかる！新選組 かみゆ歴史編集部／編 西東社 SB5.6  

全国都市財政年報 2017年度決算 日本経済新聞社 SH3  

生活保護手帳 2018年度版 中央法規出版 SQ2  

全国学校総覧 2019年版 全国学校データ研究所／編 原書房 SU2  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

共同通信ニュース予定 2019  

共同通信社編集局予定センター／編著 共同通信社 R031  

現代用語の基礎知識 昭和編 自由国民社 R031   

現代用語の基礎知識 2019 自由国民社／編集 自由国民社 R031  

ゼンリン住宅地図東京都日野市 ゼンリン R291  

日本都市年鑑 76(2018) 全国市長会／編 第一法規 R318  

女性労働の分析 2017年 21世紀職業財団 R366.3  

オリンピックの本 3000冊  

日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ R780.6  

小学館韓日辞典 油谷 幸利／編集委員 小学館 R829.1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

『おさんぽ美術館 ぶらりとめぐる アート・雑貨・カフェ』 
杉浦 さやか／著 白泉社 2013.8 

 
皆さんは、休日をどのように過ごされていますか。 

 図書館で読書をしたり、外で運動をしたり、ぶらりと旅に出てみたり、色々な過ご

し方があると思います。「ちょっと今日はさんぽでもしてみようかな」という気分の

日もあるでしょう。そんな日にピッタリの本がこちらです。 

 東京にある身近な美術館やちょっと遠くの美術館を、作者の素敵なイラスト付き

で紹介しています。また、その周辺にあるカフェや雑貨屋さんの紹介もあります。た

だ紹介するだけでなく、作者がそこで出会ったモノに対して、率直な意見や感想がイ

ラストと共に書かれているので、読んでいてワクワクします。 

私もこの本で紹介されている美術館とミュージアムカフェに、休日行ってみたの

ですが、とても雰囲気がよく、ゆったりとした時間が過ごせました。またどこか、ぶ

らりと歩く時の参考にしたいと思います。（M） 

 

  

2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 
13日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

28日（木） 10：30～ ― ― 

高幡図書館 
6日（水） 

15：00～ 15：30～ 16：00～ 
20日（水） 

日野図書館 20日（水） ― ― 16：00～ 

多摩平図書館 
14日（木） 10：30～ ― ― 

27日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

平山図書館 21日（木） 10：30～ ― ― 

百草図書館 22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 21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 2 月 3 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 

７日 

 

21 日 
   

７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 

1 日 

 

15 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） 

13 日 

27 日 

13 日 

27 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

14 日   

 

28 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 

8 日 

 

22 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 2月・3月巡回日程 


