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２０１９年 ４月 №236 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

４月２９日（月）・３０日（火） 

祝日は開館します！（市政図書室を除く） 

4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  としょかんおはなしピクニック 2019 

P.3  童話作家 苅田澄子さんとみんなでいっしょに 

おはなしを作ってみよう！ 

P.4  「すべての子どもたちに読書の喜びを！」 

第 4次日野市子ども読書活動推進計画策定委員募集  

P.5  スタンプラリーin日野宿 2019 

P.6  図書館に入った新しい本 

P.19 図書館員の本箱 

4月のおはなし会 

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） 
1日 8日 15日 22日   

市政図書室（日曜日・祝日） 7日 14日 21日 28日 29日 30日 
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苅田
かんだ

澄子
すみこ

さん プロフィール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                          

としょかんおはなしピクニック      

日時  月   日（日） 午前   時～午後  時 

            

＊申し込み方法はｐ ３をご覧ください。 

日野ヤングスタッフの活動紹介・ポスター展示
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童作家 苅田
か ん だ

澄子
す み こ

さんとみんなでいっしょに 

おはなしを作ってみよう！ 

参加者大募集！！ 

苅田澄子さんと子どもたちが一緒におはなしをつくります。 

できあがったおはなしは、最後にみなさんにお渡しします。 

苅田澄子さんによる絵本の読み聞かせもありますよ！ 

日時   4 月 21 日（日）11：00～12：30（10：30 開場） 

場所   多摩平の森ふれあい館 3 階集会室 6 

対象   3 歳以上（未就学児は保護者同伴でお願いします） 

事前申し込み制 先着 15 名（見学の方は申し込み不要）※手話通訳あり 

申し込み方法 4 月 3 日（水）10：00 から中央図書館へ来館または電話・FAX で 

中央図書館 日野市豊田 2-49-2 ☎042-586-0584 

          FAX をご利用の方 042-586-0579 へ 

日野市在住。出版社勤務の後、フリーで編集をしながら小

沢正氏に師事。主な絵本に『いかりのギョーザ』『むしば

あちゃん』（ともに佼成出版社）『じごくのラーメンや』

（教育画劇）『だいぶつさまのうんどうかい』（アリス館）

『おもちのおふろ』（学研）など。昨年 11 月に『しょくパ

ンにんじゃ』（PHP 研究所）を刊行。赤ちゃん絵本に『お

んなじおんなじおんなじね』（学研）。幼年童話に『はいく

しょうてんがい』（偕成社）がある。           

苅田
かんだ

澄子
すみこ

さん プロフィール 

『おもちのおふろ』 

（学研） 

どんなおはなしができるか

な・・？苅田さんもドキド

キワクワクしています！ 
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「すべての子どもたちに読書の喜びを！」 

としょかんおはなしピクニックでは障害者サービスコーナーもあります！ 

 

 
 

 

 

 

 

 

第 4次日野市子ども読書活動推進計画 

策定委員募集 
日野市における子どもの読書活動推進計画を一緒に策定しませんか。 

 
子どもの読書活動を推進するための計画策定にあたり委員として 

ご意見を出していただく方を募集します。 

子どもの豊かな読書活動を実現する計画づくりにどうぞご参加ください。 

募集人数 ： ２人（市内在住者） 

応募要項 ： 「子どもと本が出会うために」をテーマとした作文（400～800字以内） 

 住所・氏名・年齢・電話番号を明記の上、下記に郵送、Ｅメール 

または市内図書館へ持参 （応募書類は返却しません） 

締め切り ： 平成 31（2019）年 4月１4日（日）必着 

結果通知 ： 郵送にて      

応募・問い合わせ先                    

〒191-0053 日野市豊田 2-49 

        日野市立中央図書館 子ども読書活動推進係  

電話：042-586-0584  library＠city.hino.lg.jp 

 

【読書体験コーナー】 

絵と音と文字で楽しめるマルチメディア DAISY図書が体験できます！ 

【本の展示コーナー】 
「いろんな人たちが生活しているよ」 

性的少数者の人や障害のある人のことが書かれた子ども向けの本を展

示しています。         場所：２階集会室 3の 3 
 

https://4.bp.blogspot.com/-Ky1cvFp8PW8/VMItjouDJvI/AAAAAAAAqvM/E0y79Jlz8Wg/s800/line_book.png
https://4.bp.blogspot.com/-Ky1cvFp8PW8/VMItjouDJvI/AAAAAAAAqvM/E0y79Jlz8Wg/s800/line_book.png
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迫力満点の巨大手彫り特製スタンプを押しながら、日野宿散策を 

お楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

スタンプ見本：直径１０センチ    スタンプラリーの様子：日野図書館前 

 

◆日 程：５月１１日(土) 〈第 22回ひの新選組まつり初日〉 

◆時 間：午前１０時～午後４時 受付は午後３時まで 

◆参加方法：事前申込みは不要です。当日、受付でスタンプ帳を 

手に入れ、設置ポイントを訪ねます。 

◆受付場所： ＪＲ日野駅東口広場、日野宿本陣、 

モノレール甲州街道駅のいずれか 

◆ゴール：日野宿本陣 午後４時しめきり 

スタンプ１０個で景品が当たる抽選ができます。 

◆参加費：３００円 スタンプ帳代。 

参加賞として特製缶バッチをプレゼント。 

◆スタンプポイント：坂下地蔵、とんがらし地蔵、八坂神社、 

日野煉瓦橋、日野銀行跡、宝泉寺、大昌寺など 

17か所 

◆問合せ：日野図書館  電話 ０４２-５８４-０４６７ 
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 図書館に入った 新 し い 本 
1月 25日から 2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                                       

未来のエリートのための最強の学び方  

佐藤 優／著 集英社インターナショナル 002 

わかりやすさの罠 池上流「知る力」の鍛え方 池上 彰／著 集英社 002 

人物図書館 ひとはだれでも一冊の本である 坂口 雅樹／編著 郵研社 010.4 

人をつくる読書術 佐藤 優／著 青春出版社 019 

へんちくりん江戸挿絵本 小林 ふみ子／著 集英社インターナショナル 022.3 

これからの本の話をしよう 萩野 正昭／著 晶文社 023 

本をつくる 赤々舎の 12年 産業編集センター／編著 産業編集センター 023.1 

できる大人は知っている！雑学無敵の２３７  

話題の達人倶楽部／編 青春出版社 049 

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

小林秀雄の悲哀 橋爪 大三郎／著 講談社 121.9 

いまこそ、希望を サルトル／著 光文社 135.9 

30秒集中法 いきなり一点にすべての能力を集め、持続させる 

 森 健次朗／著 ワニブックス 141.5 

神様と仏様から聞いた人生が楽になるコツ 桜井 識子／著 宝島社 147 

仕事論 「水曜どうでしょう」2人の名物ディレクターが働き方を語る 

 藤村 忠寿／著 総合法令出版 159 

世界で活躍する人の小さな習慣 石倉 洋子／著 日本経済新聞出版社 159 

長生きにこだわらない 最後の日まで幸福に生きたいあなたへ 

 矢作 直樹／著 文響社 159 

憂鬱な毎日は“いますぐ”やめなさい。 岡崎 かつひろ／著 きずな出版 159 
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◆◆◆１００ 哲学・心理学・宗教（つづき）◆◆◆ 

他力の哲学 赦し・ほどこし・往生 守中 高明／著 河出書房新社 161.1 

仏像の光と闇 歴史の裏にある先人の“戦略” 宮澤 やすみ／著 水王舎 186.8 

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

若い読者のための考古学史 ブライアン・フェイガン／著 すばる舎 202.5 

元号って何だ？ 今日から話せる２４７回の改元舞台裏  

藤井 青銅／著 小学館 210.2 

戦国武将に学ぶ究極のマネジメント 二木 謙一／著 中央公論新社 214.7 

平成史講義 吉見 俊哉／編 筑摩書房 217.6 

「抗日」中国の起源 五四運動と日本 武藤 秀太郎／著 筑摩書房 222 

図説十字軍 櫻井 康人／著 河出書房新社 230.4 

共食いの島 スターリンの知られざるグラーグ  

ニコラ・ヴェルト／著 みすず書房 238 

陸軍参謀川上操六 日清戦争の作戦指導者 大澤 博明／著 吉川弘文館 281/ｶ 

鷹見泉石 開国を見通した蘭学家老 片桐 一男／著 中央公論新社 281/ﾀ 

皇室女子 香山 リカ／著 秀和システム 288.4 

昭和天皇 上・下 保阪 正康／著 朝日新聞出版 288.4 

マルコム X 上・下 マニング・マラブル／著 白水社 289.8/ﾏ 

大人の男海外ひとり旅 伊藤 伸平／著 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9 

関東のおいしい道の駅&SA・PA 2019 JTBパブリッシング 291 

日本全国境界未定地の事典 浅井 建爾／著 東京堂出版 291 

近代東京の地政学 青山・渋谷・表参道の開発と軍用地  

武田 尚子／著 吉川弘文館 291.36 

散策&観賞東京編 2019 最新版 ユニプラン 291.36 

中央線<東京ー高尾>古地図さんぽ 懐かしい中央線沿線にタイムトリップ 

坂上 正一／著 フォト・パブリッシング 291.36 

京都思想逍遙 小倉 紀蔵／著 筑摩書房 291.62 

地中海を旅する 62章 歴史と文化の都市探訪 松原 康介／編著 明石書店 293 
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３００ 政治・経済・社会                                                                                           

JAPAN CLASS ニッポンがオレたちの唯一の希望だ！  

ジャパンクラス編集部／編 東邦出版 302.1 

凛としたアジア 伊藤 千尋／著 新日本出版社 302.2 

さらば！検索サイト 太田昌国のぐるっと世界案内  

太田 昌国／著 現代書館 304/ｵ 

思いつきで世界は進む 「遠い地平、低い視点」で考えた 50のこと 

 橋本 治／著 筑摩書房 304/ﾊ 

ハッキリ言わせていただきます！ 黙って見過ごすわけにはいかない日本の問題 

 前川 喜平／著 集英社 304/ﾏ 

官僚たちの冬 霞が関復活の処方箋 田中 秀明／著 小学館 312.1 

政治のことよくわからないまま社会人になった人へ  

ひとめでわかる図解入り 池上 彰／著 海竜社 312.1 

Q&A今さら聞けない自治体議会の基礎知識 林 敏之／著 第一法規 318.4 

ピケティ以後 経済学と不平等のためのアジェンダ  

ヘザー・ブーシェイ／編 青土社 331.8 

平成はなぜ失敗したのか 野口 悠紀雄／著 幻冬舎 332.1 

2019 年大分断する世界  宮崎 正弘／著 ビジネス社 333.6 

起業と経営の基本知識がわかる本 弁護士による実践書  

東京弁護士会親和全期会／著 自由国民社 335 

企業法務の First Aid Kit 田辺総合法律事務所／編著 第一法規 335 

日米ビジネス 30年史 植田 統／著 光文社 335.2 

儲かる中小企業 人手不足に負けない 111のポイント  

中小企業庁／著 日経 BP社 335.3 

会社のことよくわからないまま社会人になった人へ  

ひとめでわかる図解入り 池上 彰／著 海竜社 335.4 

SNS公式アカウント運営者のための企業の信頼失墜を防ぐ法的リスク・ 

炎上対策  小山 博章／編著 第一法規 336 

知識ゼロでも今すぐ使える！ビジネスモデル見るだけノート  

平野 敦士カール／監修 宝島社 336.1 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

1億円稼ぐ最強の話し方 高浜 真也／著 秀和システム 336.4 

世界基準の交渉術 グローバル人財に必要な 5つの条件  

薮中 三十二／著 宝島社 336.4 

心を動かす無敵の文章術 千田 琢哉／著 マガジンハウス 336.5 

はじめての Word 2019 Office365完全対応 吉岡 豊／著 秀和システム 336.5 

お金のしくみ見るだけノート ゼロからはじめる 伊藤 亮太／監修 宝島社 338 

入門仮想通貨のしくみ 頼藤 太希／著 日本実業出版社 338 

60分でわかる！キャッシュレス決済最前線  

キャッシュレス研究会／著 技術評論社 338 

最後の頭取 北海道拓殖銀行破綻 20年後の真実  

河谷 禎昌／著 ダイヤモンド社 338.6 

これ一冊で安心！投資信託のはじめ方 大竹 のり子／監修 ナツメ社 338.8 

データが語る日本財政の未来  

明石 順平／著 集英社インターナショナル 342.1 

ウケる人、スベる人の話し方 渡辺 龍太／著 PHP研究所 361.4 

腐女子の心理学 ２ 山岡 重行／著 福村出版 361.5 

リラックスのレッスン 鴻上 尚史／著 大和書房 361.5 

すごい副業 人知れず月収 100万円を達成する 金川 顕教／著 ポプラ社 366.2 

自治体職員のためのアンガーマネジメント活用法  

上手なセルフコントロールでパワハラ防止 安藤 俊介／著 第一法規 366.3 

断捨離したいナンバーワン、それは夫です  

しばられない！しばらない！！ やました ひでこ／著 悟空出版 367.3 

“結婚”をやめたパリジェンヌたち 酒巻 洋子／著 産業編集センター 367.4 

家族はなぜ介護してしまうのか 木下 衆／著 世界思想社 367.9 

利用者の思いにこたえる介護のことばづかい  

遠藤 織枝／著 大修館書店 367.9 

平成監獄面会記 片岡 健／著 笠倉出版社 368.6 

僕たちは 14歳までに何を学んだか 学校では教えてくれない新時代の必須スキル  

藤原 和博／著 SBクリエイティブ 370.4/ﾌ 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

スクールカウンセリングの「困った」を解決するヒント４８  

公認心理師必携 菅野 純／監修 大修館書店 371.4 

こころとからだを育む 1ー5歳のたのしいリトミック  

神原 雅之／監修 ナツメ社 376.1 

大学の未来地図 「知識集約型社会」を創る 五神 真／著 筑摩書房 377.1 

工学部ヒラノ教授のラストメッセージ 今野 浩／著 青土社 377.21 

最新図解 ADHDの子どもたちをサポートする本 理解を深め、支援する 

 榊原 洋一／著 ナツメ社 378 

街角の昭和遺産 河畑 悠／著 彩図社 382.1 

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

科学者と魔法使いの弟子 科学と非科学の境界 中尾 麻伊香／著 青土社 402 

イエティ 雪男伝説を歩き明かす ダニエル・C.テイラー／著 青土社 402.92 

教科書では学べない数学的思考 「ウーン！」と「アハ！」から学ぶ 

 ジョン・メイソン／著 新評論 410.7 

今日から使える統計解析 理論の基礎と実用の“勘どころ” 

 大村 平／著 講談社 417 

「超」入門相対性理論 福江 純／著 講談社 421.2 

中学生にもわかる化学史 左巻 健男／著 筑摩書房 430.2 

地球外生命と人類の未来 アダム・フランク／著 青土社 440 

生きものとは何か 本川 達雄／著 筑摩書房 460 

ゲノム編集の光と闇 青野 由利／著 筑摩書房 467.2 

身近な昆虫識別図鑑 海野 和男／著 誠文堂新光社 486 

フクロウの家 トニー・エンジェル／著 白水社 488.7 

リンパ浮腫のことがよくわかる本 宇津木 久仁子／監修 講談社 493.29 

腸の冷えを取ると病気は勝手に治る 大腸の専門医が教える最強の食事術 

 松生 恒夫／著 マキノ出版 493.46 

「Dr.カキゾエ黄門」漫遊記 がんと向き合って 50年  

垣添 忠生／著 朝日新聞出版 494.5 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

疲労回復ストレッチ 小林 邦之／監修 成美堂出版 498.3 

知っておきたい眠りの話 松浦 健伸／著 新日本出版社 498.36 

「お菓子中毒」を抜け出す方法 白澤 卓二／著 祥伝社 498.5 

ビーガンという生き方 マーク・ホーソーン／著 緑風出版 498.5 

たった 2週間で内臓脂肪が落ちる高野豆腐ダイエット  

肥満治療の名医が考案 土田 隆／著 アスコム 498.58 

エイズは終わっていない 科学と政治をつなぐ 9つの視点  

ピーター・ピオット／著 慶應義塾大学出版会 498.6 

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

戦国の城の絵事典 見て楽しむ 中井 均／監修 成美堂出版 521.8 

図説英国インテリアの歴史 小野 まり／著 河出書房新社 523.3 

海を撃つ 福島・広島・ベラルーシにて 安東 量子／著 みすず書房 543.4 

僕たちはもう働かなくていい 堀江 貴文／著 小学館 548.1 

オンラインサロンのつくりかた 中里 桃子／著 技術評論社 548.3 

その情報はどこから？ ネット時代の情報選別力  

猪谷 千香／著 筑摩書房 548.3 

Excel ビジネスデータ分析徹底活用ガイド 平井 明夫／著 技術評論社 548.4 

できる YouTuber式 Excel現場の教科書 長内 孝平／著 インプレス 548.4 

はじめての Excel 2019 Office365完全対応 村松 茂／著 秀和システム 548.4 

PowerPoint 資料作成プロフェッショナルの大原則  

松上 純一郎／著 技術評論社 548.4 

Web学習アプリ対応 C言語入門 板谷 雄二／著 講談社 548.5 

光の量子コンピューター 古澤 明／著 集英社インターナショナル 548.7 

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

メルカリお得に楽しむ！活用ブック 桑名 由美／著 技術評論社 673.3 

ザ・トヨタウェイ サービス業のリーン改革 上・下  

ジェフリー・K.ライカー／著 日経 BP社 673.9 
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◆◆◆６００ 産業・交通・通信（つづき）◆◆◆ 

ANA857 便を奪還せよ 相原 秀起／著 柏艪舎 687.7 

実録暴力団お断り！ 断る勇気がホテルを守る 根本 弘史／著 風詠社 688.8 

変容する NHK 「忖度」とモラル崩壊の現場 川本 裕司／著 花伝社 699.21 

まんぷく Part2 連続テレビ小説 福田 靖／作 NHK出版 699.9 
 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

未来の国宝・MY国宝 山下 裕二／著 小学館 702.1 

シドロモドロ工作所のはじめてのお彫刻教室  

田島 享央己／著 河出書房新社 713 

奇想の系譜 辻 惟雄／著 小学館 721 

十八世紀京都画壇 蕭白、若冲、応挙たちの世界 辻 惟雄／著 講談社 721 

もっと知りたいクリムト 生涯と作品 千足 伸行／著 東京美術 723.8/ｸ 

フェルメールと天才科学者 17世紀オランダの「光と視覚」の革命 

 ローラ・J.スナイダー／著 原書房 723.8/ﾌ 

絵を描くなら東京が面白い ペン 1本のスケッチ上達術  

永沢 まこと／著 玄光社 725 

“きれいな字”の絶対ルール 青山 浩之／著 日経 BP社 728.9 

つかこうへいの世界 日本近代演劇史研究会／編 社会評論社 775.1 

美と破壊の女優 京マチ子 北村 匡平／著 筑摩書房 778.28/ｷ 

中国ドキュメンタリー映画論 佐藤 賢／著 平凡社 778.7 

安彦良和の戦争と平和 杉田 俊介／著 中央公論新社 778.7 

ふらりと寄席に行ってみよう 佐藤 友美／著 辰巳出版 779.1 

スポーツ審判メンタル強化メソッド 村上 貴聡／監修 実業之日本社 780.7 

わかりやすいゴルフのルール ２０１９年版  

飯田 雅樹／監修 成美堂出版 783.8 

三浦雄一郎 挑戦は人間だけに許されたもの 三浦 雄一郎／著 平凡社 784.3 

Ninja英語訳つき忍者入門 山田 雄司／監修 主婦の友社 789.8 

裏千家茶道ハンドブック 北見 宗幸／著 山と溪谷社 791 
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

茶の湯と仏教 僧侶の事跡から辿る 筒井 紘一／著 淡交社 791.2 

詰将棋入門 森 信雄／著 実業之日本社 796 

超超超超超超超超超超超超超超超超超超むずかしすぎるまちがいさがし  

むずかしすぎるまちがいさがし制作委員会／著 ワニブックス 798 

 

８００ 語学                                                        

中学数学からはじめる暗号入門 関根 章道／著 技術評論社 809.7 

白川静さんに学ぶこれが日本語 小山 鉄郎／著 論創社 810.4/ｺ 

ヤバいほど日本語知らないんだけど 前田 安正／著 朝日新聞出版 814 

文章が劇的にウマくなる「接続詞」 山口 拓朗／著 明日香出版社 815.6 

これなら書ける！大人の文章講座 上阪 徹／著 筑摩書房 816 

日本人が勘違いしているカタカナ英語 120  

キャサリン・A.クラフト／著 中央公論新社 834 

チェコ語・ハンガリー語・ポーランド語 JTBパブリッシング 893.7 

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

SFが読みたい！ 2019 年版 SFマガジン編集部／編 早川書房 901.3 

谷崎潤一郎文学の着物を見る 耽美・華麗・悪魔主義  

大野 らふ／編著 河出書房新社 910.2/ﾀ 

夏井いつきの俳句ことはじめ 夏井 いつき／著 ナツメ社 911.3 

燃える水滴 詩集 若松 英輔／著 亜紀書房 911.5/ﾜ 

唐十郎 １ 唐 十郎／著 早川書房 912.6/ｶ 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

花嫁は迷路をめぐる 赤川 次郎／著 実業之日本社 913.6/ｱｶｶ 

箱の中の天皇 赤坂 真理／著 河出書房新社 913.6/ｱｶｻ 

キリングクラブ 石川 智健／著 幻冬舎 913.6/ｲｼｶ 

不死鳥少年 アンディ・タケシの東京大空襲  

石田 衣良／著 毎日新聞出版 913.6/ｲｼﾀ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

あちらにいる鬼 井上 荒野／著 朝日新聞出版 913.6/ｲﾉｳ 

漫画ひりひり 風 カオル／著 小学館 913.6/ｶｾ 

オーディションから逃げられない 桂 望実／著 幻冬舎 913.6/ｶﾂﾗ 

ジャンヌ 河合 莞爾／著 祥伝社 913.6/ｶﾜｲ 

炯眼に候 木下 昌輝／著 文藝春秋 913.6/ｷﾉｼ 

忠義に死す 島津豊久 近衛 龍春／著 KADOKAWA 913.6/ｺﾉｴ 

救いの森 小林 由香／著 角川春樹事務所 913.6/ｺﾊﾔ 

スクエア 今野 敏／著 徳間書店 913.6/ｺﾝﾉ 

永田町小町バトル 西條 奈加／著 実業之日本社 913.6/ｻｲｼ 

駒音高く 佐川 光晴／著 実業之日本社 913.6/ｻｶﾜ 

プラスチックの祈り 白石 一文／著 朝日新聞出版 913.6/ｼﾗｲ 

わるもん 須賀 ケイ／著 集英社 913.6/ｽｶ 

ほとほと 歳時記ものがたり 高樹 のぶ子／著 毎日新聞出版 913.6/ﾀｶｷ 

小説映画ドラえもんのび太の月面探査記  

藤子・F・不二雄／原作 小学館 913.6/ﾂｼﾑ 

新章神様のカルテ 夏川 草介／著 小学館 913.6/ﾅﾂｶ 

混物語 西尾 維新／著 講談社 913.6/ﾆｼｵ 

かわたれどき 畠中 恵／著 文藝春秋 913.6/ﾊﾀｹ 

東京の子 藤井 太洋／著 KADOKAWA 913.6/ﾌｼｲ 

千里の向こう 簑輪 諒／著 文藝春秋 913.6/ﾐﾉﾜ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

この世界は思ってたほどうまくいかないみたいだ  

新井 見枝香／著 秀和システム 914.6/ｱﾗｲ 

安野光雅 自分の眼で見て、考える 安野 光雅／著 平凡社 914.6/ｱﾝﾉ 

作家のおしごと 五木 寛之／著 東京堂出版 914.6/ｲﾂｷ 

織田作之助と蛍 奥本大三郎随想集 奥本 大三郎／著 教育評論社 914.6/ｵｸﾓ 

樹木希林１２０の遺言 死ぬときぐらい好きにさせてよ  

樹木 希林／著 宝島社 914.6/ｷｷ 
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  ◆◆◆９１４．６～９１７ 日本のエッセイ（つづき）◆◆◆ 

人生後半、はじめまして 岸本 葉子／著 中央公論新社 914.6/ｷｼﾓ 

中国銀河鉄道の旅 沢野 ひとし／著 本の雑誌社 914.6/ｻﾜﾉ 

選ばれる女におなりなさい デヴィ夫人の婚活論  

ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ／著 講談社 914.6/ｽｶﾙ 

死生論 曽野 綾子／著 産経新聞出版 914.6/ｿﾉ 

マイ遺品セレクション みうら じゅん／著 文藝春秋 914.6/ﾐｳﾗ 

この先には、何がある？ 群 ようこ／著 幻冬舎 914.6/ﾑﾚ 

自然を生きる、自分を生きる 柳生 博／著 河出書房新社 914.6/ﾔｷﾕ 

神は詳細に宿る 養老 孟司／著 青土社 914.6/ﾖｳﾛ 

濃霧の中の方向感覚 鷲田 清一／著 晶文社 914.6/ﾜｼﾀ 

こんな家に住んできた 17人の越境者たち 稲泉 連／ほか著 文藝春秋 914.6 

真実 許 昇浩／著 講談社エディトリアル 916/ﾎｵ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

あの子はもういない イ ドゥオン／著 文藝春秋 929.1/ｲ 

作家の運 デイヴィッド・ロッジ自伝  

デイヴィッド・ロッジ／著 白水社 930.2/ﾛ 

ドーキー古文書 フラン・オブライエン／著 白水社 933/ｵ 

ザ・ディスプレイスト 難民作家 18人の自分と家族の物語  

ヴィエト・タン・ウェン／編 ポプラ社 934 

ネオナチの少女 ハイディ・ベネケンシュタイン／著 筑摩書房 944/ﾍ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

三毛猫ホームズの傾向と対策 赤川 次郎／著 光文社 BN/ｱｶ 

桃太郎姫恋泥棒 もんなか紋三捕物帳 井川 香四郎／著 実業之日本社 BN/ｲｶ 

カインの子どもたち 浦賀 和宏／著 実業之日本社 BN/ｳﾗ 

名古屋駅西喫茶ユトリロ ２ 太田 忠司／著 角川春樹事務所 BN/ｵｵ 

居酒屋お夏 ９ 岡本 さとる／著 幻冬舎 BN/ｵｶ 

洋食小川 小川 糸／著 幻冬舎 BN/ｵｶ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

お家あげます 沖田 正午／著 実業之日本社 BN/ｵｷ 

応戦 １・２ たった一人の勲章 門田 泰明／著 光文社 BN/ｶﾄ 

脱藩さむらい ２ 金子 成人／著 小学館 BN/ｶﾈ 

ココナツ・ガールは渡さない 喜多嶋 隆／著 光文社 BN/ｷﾀ 

ぬりかべ同心判じ控 倉阪 鬼一郎／著 幻冬舎 BN/ｸﾗ 

ことぶき酒店御用聞き物語 ３ 桑島 かおり／著 光文社 BN/ｸﾜ 

赤い布の盗賊 書き下ろし長編時代小説 小杉 健治／著 二見書房 BN/ｺｽ 

モップの精は深夜に現れる 近藤 史恵／著 実業之日本社 BN/ｺﾝ 

陽炎ノ辻 居眠り磐音 1 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

鼠草紙 佐伯 泰英／著 新・酔いどれ小籐次 13 文藝春秋 BN/ｻｴ 

あったかけんちん汁 居酒屋ぜんや 6 坂井 希久子／著 角川春樹事務所 BN/ｻｶ 

葉隠の婿 書き下ろし時代小説 坂岡 真／著 角川春樹事務所 BN/ｻｶ 

傷痕 桜庭 一樹／著 文藝春秋 BN/ｻｸ 

恭一郎と七人の叔母 小路 幸也／著 徳間書店 BN/ｼﾖ 

あきない世傳金と銀 ６ 高田 郁／著 角川春樹事務所 BN/ﾀｶ 

王朝懶夢譚 田辺 聖子／著 文藝春秋 BN/ﾀﾅ 

筆跡鑑定人・東雲清一郎は、書を書かない。 ４ 谷 春慶／著 宝島社 BN/ﾀﾆ 

血腫 「出向」刑事・栗秋正史 田村 和大／著 宝島社 BN/ﾀﾑ 

密命同心轟三四郎 ２ 千野 隆司／著 コスミック出版 BN/ﾁﾉ 

回復術士のやり直し ５ 月夜 涙／著 KADOKAWA BN/ﾂｷ 

居酒屋宗十郎剣風録 鳥羽 亮／著 光文社 BN/ﾄﾊ 

本所おけら長屋 １２ 畠山 健二／著 PHP研究所 BN/ﾊﾀ 

私を殺さないで 浜口 倫太郎／著 徳間書店 BN/ﾊﾏ 

VRMMO学園で楽しい魔改造のススメ ６ ハヤケン／著 ホビージャパン BN/ﾊﾔ 

上に立つ者 書き下ろし長編時代小説 氷月 葵／著 二見書房 BN/ﾋｽ 

口入屋賢之丞、江戸を奔る 幕末梁山泊 平谷 美樹／著 光文社 BN/ﾋﾗ 

風よ僕らに海の歌を 増山 実／著 角川春樹事務所 BN/ﾏｽ 

中央流沙 長編推理小説 松本 清張／著 光文社 BN/ﾏﾂ 

火と汐 松本 清張／著 文藝春秋 BN/ﾏﾂ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

座敷童子の幸せごはん 福まねき寺で謎解きを [3] 

緑川 聖司／著 ポプラ社 BN/ﾐﾄ 

捜査魂 南 英男／著 実業之日本社 BN/ﾐﾅ 

コンビニたそがれ堂 猫たちの星座 村山 早紀／著 ポプラ社 BN/ﾑﾗ 

ちぎれ雲 柳橋ものがたり ２ 森 真沙子／著 二見書房 BN/ﾓﾘ 

赤ひげ診療譚 山本 周五郎／著 新潮社 BN/ﾔﾏ 

二十六人の男と一人の女 ゴーリキー傑作選 ゴーリキー／著 光文社 B/ｺﾘ 

種の起源 チョン ユジョン／著 早川書房 B/ﾁﾖ 

悪魔の赤い右手 殺し屋を殺せ ２ クリス・ホルム／著 早川書房 B/ﾎﾙ 

夢の本 ホルヘ・ルイス・ボルヘス／編 著 河出書房新社 B/ﾎﾙ 

憎悪のインパルス 宇宙英雄ローダン・シリーズ 586 

クラーク・ダールトン／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

 

Ｔ 暮らし                                                

「秋田のターシャ」と呼ばれて 佐々木 利子／著 主婦と生活社 T0 

片づける力をつける 橋本 裕子／著 ダイヤモンド社 T0 

くらしのきほん１００の実践 松浦 弥太郎／著 マガジンハウス T0 

TOKYO GIRL'S FASHION DIARY いつもの服でもあか抜けるオール私服日記 

 ニシイズミ ユカ／著 実業之日本社 T0 

なりたい自分は髪でつくる 砂原 由弥／著 誠文堂新光社 T0 

ミレニアル世代のお金のリアル 横川 楓／著 フォレスト出版 T0 

もう迷わない！接着芯の選び方・貼り方 BOOK 日本ヴォーグ社 T11 

コットンの刺繡糸ではじめる日本刺繡 秋山 博美／著 世界文化社 T15 

エコアンダリヤの帽子&かごバッグ 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 T19 

人と暮らしと、台所 有元 葉子／ほか講師 NHK出版 T40 

悪魔のおにぎりと南極流リメイク料理 渡貫 淳子／著 マガジンハウス T41 

有元葉子の料理教室 ２ 有元 葉子／著 KADOKAWA T41 

大原千鶴のまいにちのごはん 大原 千鶴／著 高橋書店 T41 

小鍋でいろいろアヒージョ 田村 つぼみ／著 東京書店 T41 
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

厨房から台所へ 志麻さんの思い出レシピ 31  

タサン志麻／著 ダイヤモンド社 T41 

フライパン煮込み 若山 曜子／著 主婦と生活社 T41 

朝１０分！中高生のラクチン弁当３２０ 食のスタジオ／著 学研プラス T42 

おいしさ満点！中高生の基本のお弁当 毎日使える３０６レシピ 

 ほりえ さちこ／料理 成美堂出版 T42 

犬のための家づくり 建築知識創刊 60周年記念出版 エクスナレッジ T5 

しあわせ間取り図鑑 建築知識編集部／編 エクスナレッジ T5 

20歳まで猫が元気に長生きできる住まい エクスナレッジ T5 

男コピーライター、育休をとる。 魚返 洋平／著 大和書房 T8 

子育てママがほっとする魔法の言葉 西沢 泰生／著 秀和システム T9 

脳を傷つけない子育て 友田 明美／著 河出書房新社 T9 

 

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

「自治体戦略 2040構想」と地方自治 白藤 博行／著 自治体研究社 SF1 

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

事典古代の祭祀と年中行事 岡田 莊司／編 吉川弘文館 R176 

OECD幸福度白書 ４ より良い暮らし指標:生活向上と社会進歩の国際比較 

 OECD／編著 明石書店 R365.5 

株価総覧 2019 東洋経済新報社 R676.3 

大相撲力士名鑑 平成 31年  

「相撲」編集部／編 ベースボール・マガジン社 R788.1 

 

 

 

 

 

 

---------------- お問い合わせは、お近くの図書館へ ------------------ 

中央図書館 586-0584（障害者サービス 581-7612）  高幡図書館 591-7322 

日野図書館 584-0467 多摩平図書館 583-2561  平山図書館 591-7772 

百草図書館 594-4646 市政図書室  514-8840  移動図書館 586-0584 
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図書館員の本箱 
『あなたもできる！奇跡のロックバランシング』  

ピーター・ジュール／著 今日の話題社 2014.8 
 

子供のころ、川に行くと手ごろな石を探し、「水切り」をしたり、石で水たまりを

作ったり、足場を作ったりして遊びました。石で同じような遊びをした人は多いと思

います。 

大人になると川に行っても石で「遊ぶ」ということもなくなりましたが、この本を

読んで、石で「遊ぶ」新しい楽しみ方を見つけた！と思いました。 

それは「ロックバランシング」という遊びです。ご存知でしょうか？簡単に説明す

れば単に石を積み上げていくだけです。 

それを見栄えよく、そして芸術的に積み上げるとなると難しい。例えば細長い石を

立てその上に丸い石を乗せる。石をジグザグに乗せるなど。「ロックバランシング」

という言葉の通り、見れば見るほど不思議とバランスの取れた石の積み重ねがそこ

にあります。 

根気と石さえあれば、誰にでも出来、どんな石でも積み重ねられるところが面白い

ところです。 

石次第で様々な造形を作り出せる「ロックバランシング」、川や海など石の多いと

ころに行ったらぜひ、チャレンジして遊んでみてください。（S） 

 

  

 

 

  

 

４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 
10日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

25日（木） 10：30～ ― ― 

高幡図書館 
3日（水） 

15：00～ 15：30～ 16：00～ 
17日（水） 

日野図書館 17日（水） ― ― 16：00～ 

多摩平図書館 
11日（木） 10：30～ ― ― 

24日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

平山図書館 18日（木） 10：30～ ― ― 

百草図書館 26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 18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 4 月 5 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 

4 日 

18 日  

16 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 

5 日 

 

19 日 

 

 

17 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） 

10 日 

24 日 

8 日 

22 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

11 日   

 

25 日 

9 日   

 

23 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 

12 日 

 

26 日 

10 日 

 

24 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 4月・5月巡回日程 


