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２０１９年 ３月 №235 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

３月２１日（木）祝日は開館します！ 

（市政図書室を除く） 

3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 図書館システムが新しくなりました！ 

P.3 ガラス乾板からよみがえる 100年前の豊田の風景 

P.4 ３月はおたのしみ会 

P.5 発見！図書館オリジナルシール 

P.6 図書館に入った新しい本  

P.19 図書館員の本箱 

 図書館の本を汚さないで 

P.20 移動図書館ひまわり号巡回日程 
 

中央・高幡・日野 

多摩平・平山・百草（月曜日） 
4日 11日 18日 25日   

市政図書室（日曜日・祝日） 3日 10日 17日 21日 24日 31日 
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WEB-OPAC または OPAC から、本を探す時に書影（本の表紙）

が表示されるようになりました（WEB-OPAC はログイン時のみ）。 

 

入力した文字から予測されるキーワードの一覧を表示します。

 

借りた本の記録を残すことができるようになりました。 

（設定が必要、記録は貸出から１年間のみ） 

 

返却期限前におしらせメールを受け取ることができるように 

なりました。（設定が必要） 

 

図書館ホームページにこども向けページ、 

ヤング向けページができました。 

 

 図書館ホームページがスマートフォン画面にも対応するように 

なりました。 

 

 図書館内でご自身のパソコン・スマートフォンから情報検索できる

よう、フリーＷｉ-Ｆｉを設置しました。（市政図書室を除く）（設定が必要） 

日野市立図書館  

平成 31年 1月 
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写
真
：
子
ど
も
た
ち 

郷土資料館×中央図書館 ガラス乾板からよみがえる 

100年前の豊田の風景 

◼学芸員によるギャラリートーク 

日時： 平成 31 年 3 月 16 日(土) 
14：00～14：30 予定 

中央図書館 1 階にて郷土資料館学芸員が展示パネルを巡りながら

解説。 

参加無料・申込み不要 

◼ パネル出張展示 

日時： 平成 31 年 3 月 12 日(火)～3 月 24 日(日) 

    中央図書館の開館時間 

豊田村旧名主・山口家の文庫蔵から発見されたガラス乾板写真 

から豊田の風景や暮らしがわかる写真 20 点を厳選し、中央図書館 

  1 階に展示。 

【会場・問い合わせ】中央図書館 電話 042-586-0584 
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会場 
日程 ０～２才児 ３才～ 

未就学児 小学生以上 
（問い合わせ） 

中央図書館 
（586-0584） 

１３日（水） ★ 15：30～ 16：00～ 

２８日（木） 10：30～ ★ ★ 

高幡図書館 
（591-7322） 

２０日（水） 
（６日（水）は 
おはなし会です） 

15：00～  15：30～ 16：00～ 

日野図書館 
（584-0467） 

２０日（水） 16：00～   

多摩平図書館 
（583-2561） 

１４日（木） 10：30～ ★ ★ 

２７日（水） ★ 15：30～ 16：00～ 

平山図書館 
（591-7772） 

２８日（木）  10：30～ ★ ★ 

百草図書館 

（594-4646） 
２２日（金）  15：00～ 15：30～ 16：00～ 

いつものおはなし会

とはちがうとくべつ

プログラムだよ 

 

３月はおたのしみ会 

日野市立図書館 

０・１・２才・・・「おみやげ」を持って帰ってね。 

３才から・・・工作
こうさく

 「マコトコマ」をつくろう。 

小学生以上
いじょう

・・・工作
こうさく

 「からくり立方体
りっぽうたい

」をつくろう。 
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図書館では、日野市に関わりのある資料に目印となるシールを

貼っています。このシールには【著者・日野】【内容・日野】 

【人物・日野】【出版社・日野】の４種類があり、資料バーコード

の左上付近に貼られています。 
 

図書館オリジナルシール 
～知ってニッコリ、その役割とは？～ 

【著者・日野】 

 日野市在住・在学・在勤・出身など、日野市に 

関わりのある人物による著作に貼られています。 

【内容・日野】 

 日野市が舞台となっている小説・エッセイ、 

市内の施設などが出てくるノンフィクション、 

市内の施設などを紹介したガイドブックなどの 

実用書に貼られています。 

【人物・日野】 

 日野市に関わりのある人物について書かれた 

資料に貼られています。 

【出版社・日野】 

 日野市内にある出版社から発行 

された資料に貼られています。 
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 図書館に入った 新 し い 本 
12月 26日から 1月 24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                                       

読書する人だけがたどり着ける場所   齋藤 孝／著 SBクリエイティブ 019  

まなざしが出会う場所へ 越境する写真家として生きる  

渋谷 敦志／著 新泉社 070.1  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

AIに勝てるのは哲学だけだ 最強の勉強法 12+思考法 10  

小川 仁志／著 祥伝社 104/ｵ 

江戸の思想闘争 山 泰幸／著 KADOKAWA 121  

テアイテトス プラトン／著 光文社 131.3  

ストア派の哲人たち ギリシア・ローマ 國方 栄二／著 中央公論新社 131.5  

フーコーの言説 <自分自身>であり続けないために  

慎改 康之／著 筑摩書房 135.9  

心理カウンセラーをめざす人の本 '１９年版  

必要な適性、活躍のフィールド、職場の実際がわかる！  

新川田 譲／監修 成美堂出版 146.3  

妄想は現実になる 「引き寄せ」の悩みはこれで解決！  

かずみん／著 ビジネス社 147  

第一印象の科学 なぜヒトは顔に惑わされてしまうのか？ 

 アレクサンダー・トドロフ／著 みすず書房 148.1  

あらゆる悩み・不満・ストレスが消える！最強の人生相談 家族・結婚・夫婦編  

ビジネスの成功にも共通する人間関係、深すぎる 40の教訓  

ミセス・パンプキン／著 東洋経済新報社 159  

医者が教える非まじめ老後のすすめ  

大塚 宣夫／著 PHPエディターズ・グループ 159  
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◆◆◆１００ 哲学・心理学・宗教（つづき）◆◆◆ 

小休止のすすめ 運を呼び込む「人生の休み方」の極意  

ヒロミ／著 SBクリエイティブ 159  

天才を殺す凡人 職場の人間関係に悩む、すべての人へ  

北野 唯我／著 日本経済新聞出版社 159  

聖母マリア 聖書と遺物から読み解く ダニエル・S.レビー／著 

 日経ナショナルジオグラフィック社 192.8  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

日本史の探偵手帳 磯田 道史／著 文藝春秋 210.4/ｲ 

平氏が語る源平争乱 永井 晋／著 吉川弘文館 213.9  

中世史講義 院政期から戦国時代まで 高橋 典幸／編 筑摩書房 214  

承久の乱 日本史のターニングポイント 本郷 和人／著 文藝春秋 214.2  

江戸暮らしの内側 快適で平和に生きる知恵  

森田 健司／著 中央公論新社 215  

近現代日本史との対話 幕末・維新-戦前編 成田 龍一／著 集英社 216  

フランス革命と明治維新 三浦 信孝／編著 白水社 216.1  

ヨーロッパ近代史 君塚 直隆／著 筑摩書房 230.5  

蛮行のヨーロッパ 第二次世界大戦直後の暴力 キース・ロウ／著 白水社 230.7  

ほっかいどう先人探訪 北の歴史を彩った 53人  

読売新聞北海道支社編集部／編 柏艪舎 281  

図説明智光秀 柴 裕之／編著 戎光祥出版 281/ｱ 

国民とともに歩まれた平成の３０年 御即位 30年御成婚 60年 

 宮内庁侍従職／監修 毎日新聞社 288.4  

日本の皇室 津田 左右吉／著 中央公論新社 288.4  

今がわかる時代がわかる世界地図 ２０１９年版  

成美堂出版編集部／編集 成美堂出版 290.3  

今がわかる時代がわかる日本地図 ２０１９年版  

成美堂出版編集部／編集 成美堂出版 290.3  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

ヨーロッパ鉄道時刻表 ２０１９年冬ダイヤ号 日本語解説版 

『地球の歩き方』編集室／日本語解説版著作編集  

ダイヤモンド・ビッグ社 290.9  

大阪ベストスポット ２０１９ 昭文社 291  

東海道ふたり旅 道の文化史 池内 紀／著 春秋社 291  

湯けむり行脚 池内紀の温泉全書 池内 紀／著 山川出版社 291  

地図で楽しむすごい群馬 都道府県研究会／著 洋泉社 291.33  

昭和の東京１２の貌 文藝春秋／編 文藝春秋 291.36  

都市空間の明治維新 江戸から東京への大転換  

松山 恵／著 筑摩書房 291.36  

平成の東京１２の貌 文藝春秋／編 文藝春秋 291.36  

公衆サウナの国フィンランド 街と人をあたためる、古くて新しいサードプレイス  

こばやし あやな／著 学芸出版社 293.86  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

街間格差 オリンピック後に輝く街、くすむ街  

牧野 知弘／著 中央公論新社 302.1  

現代ブータンを知るための６０章 平山 修一／著 明石書店 302.25  

現代メキシコを知るための７０章 国本 伊代／編著 明石書店 302.56  

FACTFULNESS  

10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣  

ハンス・ロスリング／著 日経 BP社 304/ﾛ 

天皇と日本人 ハーバード大学講義でみる「平成」と改元  

ケネス・ルオフ／著 朝日新聞出版 312.1  

クルド人を知るための 55章 山口 昭彦／編著 明石書店 316.82  

天皇を救った男笠井重治 七尾 和晃／著 東洋経済新報社 319.1  

沖縄問題、解決策はこれだ！ これで沖縄は再生する。  

橋下 徹／著 朝日出版社 319.8  

大清律刑律１ 伝統中国の法的思考 谷井 俊仁／訳解 平凡社 322.22  

ある若き死刑囚の生涯 加賀 乙彦／著 筑摩書房 326.4  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

南スーダンに平和をつくる 「オールジャパン」の国際貢献  

紀谷 昌彦／著 筑摩書房 333.84  

民間主導・行政支援の公民連携の教科書 清水 義次／著 日経 BP社 335.7  

右脳思考 ロジカルシンキングの限界を超える観・感・勘のススメ 

 内田 和成／著 東洋経済新報社 336.2  

なぜ日本の会社は生産性が低いのか？ 熊野 英生／著 文藝春秋 336.2  

がんばらない働き方 ゼロから“イチ”を生み出せる！ 

ピョートル・フェリクス・グジバチ／著 青春出版社 336.4  

経費で落ちる領収書大全 石渡 晃子／著 ナツメ社 336.8  

「通貨」の正体 浜 矩子／著 集英社 337  

ブロックチェーン 相互不信が実現する新しいセキュリティ  

岡嶋 裕史／著 講談社 338  

暗号通貨の経済学 21世紀の貨幣論 小島 寛之／著 講談社 338.2  

税務署員だけのヒミツの節税術 完全図解版  

大村 大次郎／著 ビジネス社 345.1  

コミュニティをつくって、自由に生きるという提案  

マツダ ミヒロ／著 きずな出版 361.4  

３０代４０代本気の転職完全対策ガイド 「妥協の転職」だけはしたくない！ 

 中谷 充宏／著 ソシム 366.2  

子連れ婚のお悩み解消法 継子・実子・住居・お金をどうするか 

 新川 てるえ／著 さくら舎 367.4  

はじめて学ぶ LGBT 基礎からトレンドまで 石田 仁／著 ナツメ社 367.6  

この先をどう生きるか 暴走老人から幸福老人へ  

藤原 智美／著 文藝春秋 367.9  

住むこと生きること追い出すこと 9人に聞く借上復興住宅  

市川 英恵／著 クリエイツかもがわ 369.3  

「考える力」を伸ばす AI時代に活きる幼児教育 久野 泰可／著 集英社 376.1  

歴史としての東大闘争 ぼくたちが闘ったわけ 富田 武／著 筑摩書房 377.9  

発達障害 精神科医が語る病とともに生きる法  

崎濱 盛三／著 ミネルヴァ書房 378  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

アクセサリーの歴史事典 上 K.M.レスター／著 八坂書房 383.3  

酔っぱらいの歴史 マーク・フォーサイズ／著 青土社 383.8  

ラーメンの誕生 岡田 哲／著 筑摩書房 383.8  

社をもたない神々 神崎 宣武／著 KADOKAWA 387  

自衛隊最強の部隊へ 偵察・潜入・サバイバル編  

敵に察知されない、実戦に限りなく特化した見えない戦士の育成  

二見 龍／著 誠文堂新光社 396.21  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

科学史ひらめき図鑑 世界を変えた科学者 70人のブレイクスルー 

 杉山 滋郎／監修 ナツメ社 402  

世界を変える STEAM人材 シリコンバレー「デザイン思考」の核心 

 ヤング吉原麻里子／著 朝日新聞出版 407  

すごい分子 世界は六角形でできている 佐藤 健太郎／著 講談社 438.1  

不自然な宇宙 宇宙はひとつだけなのか？ 須藤 靖／著 講談社 443.9  

水環境調査の基礎 鈴木 裕一／著 古今書院 452.9  

火山のしくみパーフェクトガイド  

成り立ちから噴火、災害、恩恵まで、火山のすべてを大解剖！  

高橋 正樹／編著 誠文堂新光社 453.8  

天然知能 郡司 ペギオ幸夫／著 講談社 461.1  

子どもには聞かせられない動物のひみつ  

ルーシー・クック／著 青土社 480.4/ｸ 

日本のチョウ 日本産全種がフィールド写真で検索可能  

日本チョウ類保全協会／編 誠文堂新光社 486.8  

死ぬときに後悔しない生き方  

4000人のいのちによりそった“看取りの医者”が教える  

内藤 いづみ／著 総合法令出版 490.14  

山中伸弥人体を語る NHKスペシャル『人体』  

山中 伸弥／著 小学館クリエイティブ 491  

女性のための「検査」がわかる本 小橋 隆一郎／著 主婦の友社 492.1  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

体は冷えるから太る 肥満は代謝ダイエットが決め手  

石原 新菜／著 青萠堂 493.14  

薬に頼らず血圧を自力で下げるコツ 桑島 巖／著 河出書房新社 493.25  

つらい「逆流性食道炎」は自分で治せる！  

不快な胸焼け、のどの痛みを自分で改善！ 

大竹 真一郎／監修 学研プラス 493.44  

順天堂大学が教えるパーキンソン病の自宅療法  

パーキンソン病の日本一の名診療所 服部 信孝／著 主婦の友社 493.74  

精神科医が教える忘れる技術 岡野 憲一郎／著 創元社 493.79  

いちばんやさしい腎臓病の人のためのおいしい食事  

主菜副菜デザートレシピ&食材 250 大越 郷子／料理 主婦の友社 494.93  

本当はこわい排尿障害 高橋 知宏／著 集英社 494.95  

前立腺がん 赤倉 功一郎／著 主婦の友社 494.96  

「認知症が気になりだしたら、歯科にも行こう」は、なぜ？  

早田 雅美／編著 朝日新聞出版(発売) 497.9  

医療費で損しない４６の方法 原 昌平／著 中央公論新社 498.13  

危険な化学物質から子どもを守る暮らし方  

家の中を振りカエル・カンガエル・そして生きカエル  

神 聡子／著 じゃこめてい出版 498.7  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

運転をあきらめないシニアの本音と新・対策  

運転時認知障害のチェックリストを読み解く 

                岩越 和紀／著 JAF メディアワークス 537.8  

その常識は本当かこれだけは知っておきたい実用オーディオ学 

 岡野 邦彦／著 コロナ社 547.3  

Windows１０活用大事典 日経 PC21総集編 日経 BP社 548.4  

大人が愉しむウイスキー入門 輿水 精一／著 筑摩書房 588.5  

 

 

 



12 

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

ミニ枯山水の世界 心が整う禅の庭づくり 枡野 俊明／著 家の光協会 629.21  

日本交通史 児玉 幸多／編 吉川弘文館 682.1 

新幹線ｅｘｐｌｏｒｅｒ ｖｏｌ．５０ イカロス出版 686.21  

新幹線で知る日本 なるほど地理・歴史・社会 池 亨／著 天夢人 686.21  

輝く！日本レコード大賞公式データブック  

放送 60回記念 シンコーミュージック・エンタテイメント 699.6  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

静物デッサンテクニック  

5人の描き手が教える、モチーフの距離感や色、質感表現の身につけ方  

阿部 愛美／編・著 誠文堂新光社 725  

日本の漫画本３００年 「鳥羽絵」本からコミック本まで  

清水 勲／著 ミネルヴァ書房 726.1  

絵本作家のブルース 長谷川 義史／著 読書サポート 726.5  

顔真卿伝 時事はただ天のみぞ知る 吉川 忠夫／著 法藏館 728.2/ｶ 

そうだ！音楽教室に行こう “人生 100年時代”最強の習い事 

 大内 孝夫／著 音楽之友社 760.7  

音楽放浪記 世界之巻 片山 杜秀／著 筑摩書房 760.9  

大空への夢 特撮の神様円谷英二伝 鈴木 和幸／著 大月書店 778.28/ﾂ 

木下サーカス四代記 年間 120万人を魅了する百年企業の光芒 

 山岡 淳一郎／著 東洋経済新報社 779.5  

アフター１９６４東京オリンピック  

ルポ:東京五輪の後、日本とスポーツはどう変わったか  

カルロス矢吹／著 サイゾー 780.6  

最新一番よくわかるゴルフルール 水谷 翔／著 西東社 783.8  

週１回３０球で上手くなる！大人のゴルフ練習帳  

あなたの練習をスコアに変える！ 中井 学／著 日本文芸社 783.8  

フィギュアスケート男子ファンブック 2019 Quadruple Axel 山と溪谷社 784.6  

OUTDOORあそびーくる BOOK VOL.０３ 芸文社 786  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

写真で読む山の名著 萩原編集長の山塾 萩原 浩司／著 山と溪谷社 786.1  

太陽のかけら ピオレドール・クライマー谷口けいの青春の輝き 

 大石 明弘／著 山と溪谷社 786.1 

すぐに身につく！釣れる『船釣り』最新テクニック  

人気 13魚種の基本とコツを三石忍が徹底解説  

月刊『つり人』編集部／編 つり人社 787.1  

負けたくなかった 具志堅用高、波瀾の半生を語る  

具志堅 用高／著 中央公論新社 788.3  

寺山怜の流れをつかむ「弱い石」戦法 寺山 怜／著 NHK出版 795  

 

８００ 語学                                                        

恥ずかしくないおとなの語彙が身に付く本  

「超」「マジ」「すごい！」で済ませていませんか？ 日経 BP社 810.4  

かなり気になる日本語  厚切りジェイソン／著 SBクリエイティブ 810.4/ｱ 

使える！「国語」の考え方 橋本 陽介／著 筑摩書房 810.7  

できる大人はやっぱり！語彙力 決定版  

話題の達人倶楽部／編 青春出版社 814  

ニューエクスプレスプラス ルーマニア語 鈴木 信吾／著 白水社 879.1  

ニューエクスプレスプラス セルビア語・クロアチア語  

中島 由美／著 白水社 889.2  

マヤ文字を書いてみよう読んでみよう 八杉 佳穂／著 白水社 895.2  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

しびれる短歌 東 直子／著 筑摩書房 911.1  

夏井いつきの俳句ことはじめ  

俳句をはじめる前に聞きたい 40のこと 夏井 いつき／著 ナツメ社 911.3  

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

早朝始発の殺風景 青崎 有吾／著 集英社 913.6/ｱｵｻ 

跳ぶ男 青山 文平／著 文藝春秋 913.6/ｱｵﾔ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

幽霊解放区 赤川 次郎／著 文藝春秋 913.6/ｱｶｶ 

青炎の剣士 Knot of Led 乾石 智子／著 東京創元社 913.6/ｲﾇｲ 

帰去来 大沢 在昌／著 朝日新聞出版 913.6/ｵｵｻ 

そして旅にいる 加藤 千恵／著 幻冬舎 913.6/ｶﾄｳ 

千年図書館 北山 猛邦／著 講談社 913.6/ｷﾀﾔ 

怪物の木こり 倉井 眉介／著 宝島社 913.6/ｸﾗｲ 

試験に出ない QED異聞 高田崇史短編集 高田 崇史／著 講談社 913.6/ﾀｶﾀ 

ピーク 堂場 瞬一／著 朝日新聞出版 913.6/ﾄｳﾊ 

新宿の猫 ドリアン助川／著 ポプラ社 913.6/ﾄﾘｱ 

神の島のこどもたち 中脇 初枝／著 講談社 913.6/ﾅｶﾜ 

十津川警部怒りと悲しみのしなの鉄道  

 西村 京太郎／著 実業之日本社 913.6/ﾆｼﾑ 

仮想人生 はあちゅう／著 幻冬舎 913.6/ﾊｱﾁ 

つくもがみ笑います 畠中 恵／著 KADOKAWA 913.6/ﾊﾀｹ 

天皇組合 火野 葦平／著 河出書房新社 913.6/ﾋﾉ 

散歩するネコ 群 ようこ／著 角川春樹事務所 913.6/ﾑﾚ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

いい女、ふだんブッ散らかしており 阿川 佐和子／著 中央公論新社 914.6/ｱｶﾜ 

私が作家になった理由(わけ) 阿刀田 高／著 日本経済新聞出版社 914.6/ｱﾄｳ 

８０歳のマザーグース 桐島 洋子／著 主婦と生活社 914.6/ｷﾘｼ 

ばら色の京都あま色の東京 『暮しの手帖』新編集長、大いにあわてる 

 澤田 康彦／著 PHP研究所 914.6/ｻﾜﾀ 

壇蜜ダイアリー 壇 蜜／著 文藝春秋 914.6/ﾀﾝﾐ 

還暦着物日記 群 ようこ／著 文藝春秋 914.6/ﾑﾚ 

一発屋芸人の不本意な日常 山田ルイ 53世／文 朝日新聞出版 914.6/ﾔﾏﾀ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

我的日本 台湾作家が旅した日本 呉 佩珍／編訳 白水社 924  

遙かなる故郷 ライと朝鮮の文学 村松 武司／著 皓星社 929.1  
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◆◆◆９２０～９９９ 外国の文学（つづき）◆◆◆ 

娘について キム ヘジン／著 亜紀書房 929.1/ｷ 

アナイス・ニンのパリ、ニューヨーク 旅した、恋した、書いた  

矢口 裕子／著 水声社 930.2/ﾆ 

ポイント・オメガ ドン・デリーロ／著 水声社 933/ﾃ 

おやすみの歌が消えて リアノン・ネイヴィン／著 集英社 933/ﾈ 

凍 トーマス・ベルンハルト／著 河出書房新社 943/ﾍ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

地底アパートの咲かない桜と見えない住人 蒼月 海里／著 ポプラ社 BN/ｱｵ 

尾張の虎 剣客大名柳生俊平 11  麻倉 一矢／著 二見書房 BN/ｱｻ 

誘拐 五十嵐 貴久／著 双葉社 BN/ｲｶ 

泣かせ川 もんなか紋三捕物帳 井川 香四郎／著 徳間書店 BN/ｲｶ 

隠密船頭 稲葉 稔／著 光文社 BN/ｲﾅ 

動揺 聡四郎巡検譚 3 上田 秀人／著 光文社 BN/ｳｴ 

教室の亡霊 内田 康夫／著 光文社 BN/ｳﾁ 

七つの魔剣が支配する ２ 宇野 朴人／著 KADOKAWA BN/ｳﾉ 

青二才の意地 北町影同心 10 沖田 正午／著 二見書房 BN/ｵｷ 

模倣密室 黒星警部シリーズ 5 折原 一／著 光文社 BN/ｵﾘ 

キッドナッパーズ 門井 慶喜／著 文藝春秋 BN/ｶﾄ 

なんてこったい！ 若旦那道中双六 4 金子 成人／著 双葉社 BN/ｶﾈ 

週末の人生 カフェ、はじめます 岸本 葉子／著 双葉社 BN/ｷｼ 

よこはま象山揚げ 南蛮おたね夢料理 8 倉阪 鬼一郎／著 光文社 BN/ｸﾗ 

チャックより愛をこめて 黒柳 徹子／著 文藝春秋 BN/ｸﾛ 

ことぶき酒店御用聞き物語 ２ 桑島 かおり／著 光文社 BN/ｸﾜ 

殺人は女の仕事 傑作ミステリー集 小泉 喜美子／著 光文社 BN/ｺｲ 

奈緒と磐音 居眠り磐音 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

しのぶ草 江戸菓子舗照月堂 4 篠 綾子／著 角川春樹事務所 BN/ｼﾉ 

賭博師は祈らない ５ 周藤 蓮／著 KADOKAWA BN/ｽﾄ 

ファイアガード 新宿警察署特殊事案対策課 2 鷹樹 烏介／著 宝島社 BN/ﾀｶ 

謀叛花 妖草師 5 武内 涼／著 徳間書店 BN/ﾀｹ 

山手線謎日和 ２ 知野 みさき／著 角川春樹事務所 BN/ﾁﾉ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

影の泣く声 左近浪華の事件帳 3 築山 桂／著 双葉社 BN/ﾂｷ 

伝達の整理学 外山 滋比古／著 筑摩書房 BN/ﾄﾔ 

ガーリー・エアフォース １０ 夏海 公司／著 KADOKAWA BN/ﾅﾂ 

隠密同心と女盗賊 ２ 書下ろし長編時代小説  

新美 健／著 コスミック出版 BN/ﾆｲ 

狼と香辛料 ２１ 支倉 凍砂／著 KADOKAWA BN/ﾊｾ 

無敵の殿様 ７ 書下ろし長編時代小説 早見 俊／著 コスミック出版 BN/ﾊﾔ 

彼女たちが眠る家 原田 ひ香／著 光文社 BN/ﾊﾗ 

お伊勢まいり 新・御宿かわせみ 6 平岩 弓枝／著 文藝春秋 BN/ﾋﾗ 

AIには殺せない 東京―出雲殺人ライン 深谷 忠記／著 光文社 BN/ﾌｶ 

陽炎の符牒 日暮左近事件帖 5 藤井 邦夫／著 光文社 BN/ﾌｼ 

エロマンガ先生 １１ 伏見 つかさ／著 KADOKAWA BN/ﾌｼ 

ワンショットワンキル 警視庁特捜官 2 松浪 和夫／著 徳間書店 BN/ﾏﾂ 

京都寺町三条のホームズ １１ 望月 麻衣／著 双葉社 BN/ﾓﾁ 

雪の別れ 剣客相談人 23 森 詠／著 二見書房 BN/ﾓﾘ 

私の裸 森 美樹／著 新潮社 BN/ﾓﾘ 

真夏の焼きそば 山口 恵以子／著 角川春樹事務所 BN/ﾔﾏ 

隠れ与力三五郎 上・下 めおと船 山手 樹一郎／著 コスミック出版 BN/ﾔﾏ 

青べか物語 山本 周五郎／著 新潮社 BN/ﾔﾏ 

若殿女難記 山本 周五郎／著 双葉社 BN/ﾔﾏ 

ここから先はどうするの 禁断のエロス 澤村 伊智／ほか著 新潮社 BN  

自薦 THEどんでん返し ３ 折原 一／ほか著 双葉社 BN  

シェイクスピア全集 ３０ シェイクスピア／著 筑摩書房 B/ｼｴ 

緊急工作員 ダニエル・ジャドスン／著 早川書房 B/ｼﾔ 

カナリアはさえずる 上・下  

ドゥエイン・スウィアジンスキー／著 扶桑社 B/ｽｳ 

拳銃使いの娘 ジョーダン・ハーパー／著 早川書房 B/ﾊﾊ 

キャッツ・アイ R.オースティン・フリーマン／著 筑摩書房 B/ﾌﾘ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

貧乏お嬢さま、駆け落ちする 英国王妃の事件ファイル 10  

リース・ボウエン／著 原書房 B/ﾎｳ 

真空の貧者 宇宙英雄ローダン・シリーズ 584  

マリアンネ・シドウ／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

 

Ｔ 暮らし                                                

あなたがひとりで生きていく時に知っておいてほしいこと  

ひとり暮らしの智恵と技術 辰巳 渚／著 文藝春秋 T0  

顔タイプ診断で見つかる本当に似合う服 岡田 実子／著 かんき出版 T0  

自分史上最高に垢抜けるヘアアレンジのルール 衣川 光／著 ナツメ社 T0  

美容・エステのトラブル相談 Q&A 基礎知識から具体的解決策まで 

美容・エステ被害研究会／編 民事法研究会 T0  

型紙いらずの着物リメイク・ドレス  

ほどいて、折って、まっすぐ縫うだけ！ 松下 純子／著 河出書房新社 T11  

ゆったり着られるシニア世代の服  

今大人が着たい、オシャレで着心地の良いデザインを提案 ブティック社 T11  

着せかえあみぐるみ DOLL ヘアスタイルも変えられる  

Miya／著 日本文芸社 T16  

かんたん！はじめて園児のかわいいおべんとう  

作ってみたい！マネしたい！ 阪下 千恵／著 学研プラス T42  

魔法の絞り出しクッキー 簡単なのに、こんなにかわいい  

信太 康代／著 誠文堂新光社 T46  

おいしい珈琲を自宅で淹れる本 富田 佐奈栄／著 主婦の友社 T47  

笑って！小屋作り 50万円でできる！？セルフビルド顚末記 

 中山 茂大／文 山と溪谷社 T5  

赤ちゃんが元気に育つ時期別妊娠中のおいしい食事２８０品 

最新版 川名 有紀子／医学監修・栄養指導 学研プラス T8  

心と体がラクになる産後の骨盤ケア  

妊娠中から読んで、産後ずっと実践できる！  

小林 いづみ／著 家の光協会 T8  
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Ｓ 日野市や地域・行政に関する資料                                                

関東近世史研究 ８０号・８１号・８２号  

関東近世史研究会／編 関東近世史研究会 SB4  

維新再考 福島民友新聞社編集局／編 福島民友新聞社 SB5.2  

登記小六法 平成３１年版 別冊 登記法令研究会／編 桂林書院 SK2  

在留外国人統計 平成３０年版 入管協会 SN6  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

データブックオブ・ザ・ワールド Vol.31(2019)  

世界各国要覧と最新統計 二宮書店 R350  

<原色>木材加工面がわかる樹種事典  

289種の樹種ごとに硬さや色、匂いなどの特徴をわかりやすく解説  

河村 寿昌／著 誠文堂新光社 R657.3  

美術年鑑 ２０１９ 美術年鑑編集部／編集 美術年鑑社 R705.9 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

『１４歳』  千原ジュニア／著 講談社 2007.1  
 

困ったときは、やっぱり家族が頼りになる、そんな本です。この本は、お

笑い芸人・千原ジュニアの体験をもとにした自伝的小説です。 

中学生になって何がしたいのかわからずにいた主人公は、１４歳のとき、

不登校になってしまった。部屋に引きこもって、いろいろと思案するが状

況は変わらなかった。両親も対応に苦慮している中、大好きなおばあちゃ

んから電話があり、旅行に行くことになった。久しぶりに人と会話をし、

光が見えてきたような気がした。旅行中、自分は何がしたいのか探したが、

見つけられなかった。時は経ち、高校生になった主人公に、ある時、久し

ぶりに仲よしだった兄から電話があった。行動を共にするうちに自分のや

りたいことが見つかり、その目標にチャレンジしようと決心する、そんな

展開になっています。（H） 

 

 

 

図書館の本を汚さないで ～本が泣いています！ 

 

図書館の本は沢山の方が利用します。だれもが気持ちよく利用できるよう、 

ご協力をよろしくお願い致します。 

 ・本に書き込みをしたり、ページを折り曲げないでください。 

 ・本を破ったりページを切り取らないでください。 

 ・雨や雪、飲食物などでぬらさないでください。 

 ・本に付箋を貼ったり、しおりを挟んだまま返却しないでください。 

 ☆返却の際に汚れや破損が著しいときには、本を弁償していただく場合

があります。 

 ☆本を閲覧していたり、貸出ご希望の際に汚れや破損を見つけられたと

きには、職員にお知らせください。 

https://1.bp.blogspot.com/-eJGNGE4u8LA/UsZuCAMuehI/AAAAAAAAc2c/QQ5eBSC2Ey0/s800/mark_batsu.png
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曜日 時間 駐車場 住所 3 月 4 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 

７日 
   

4 日 

18 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 

5 日 

 

19 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 

10 日 

24 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

14 日   

 

28 日 

11 日   

 

25 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 

12 日 

 

26 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 3月・４月巡回日程 


