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２０１９年 ５月 №237 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

４月２７日（土）～５月６日（月・祝） 
大型連休全て開館します！  

（市政図書室を除く） 

5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 立川市・国立市と図書館の相互利用が始まります 

P.3 第 17回絵本読み聞かせ入門講座 

P.4 信頼できるがん情報の冊子が、平山図書館でご覧になれます 

P.5 日野ヤングスタッフ ブックパレード in日野第一中学校 

を開催しました！ 

 P.6 日野ヤングスタッフについて 

集会室の抽選会のお知らせ 

P.7『パネル展 ガラス乾板からよみがえる 

100年前の豊田の風景』を開催！ 

P.8 図書館に入った新しい本  

P.23 図書館員の本箱 

5月のおはなし会 

P.24 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） 
13日 20日 27日    

市政図書室（日曜日・祝日） 1～6日 12日 19日 26日   
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立川市・国立市と 

図書館の相互利用が始まります 

 

 

 

 

 

５月２２日（水）から、日野市に在住の方は 

京王線沿線の６市（八王子市・府中市・調布市・町田市・

多摩市・稲城市）に加え、立川市と国立市の 

図書館でも貸出などのサービスを受けられるようにな

ります。 
 

・共通の利用カードはありません。他市の図書館を利用する際には、

利用する市の図書館で登録が必要になります。 

・相互利用内容は市によって異なります。 

・貸出資料は、貸出を受けた市の図書館に返却していただきます。 

※詳細は利用する図書館にお問い合わせください。 

 

 立川市 国立市 

貸出冊数 

（図書・雑誌） 
５冊 ５冊 

貸出冊数 

（視聴覚） 

CD・カセットテープ １点 

DVD貸出不可 

CD １点 

カセットテープ ２点 

貸出期間 
２週間 

※予約なければ１回延長可 
（視聴覚は不可） 

３週間（予約あり２週間） 

※予約なければ１回延長可 

予約 

（所蔵資料） 

不可 

（市内他館取り寄せ含む） 

不可 

（市内他館取り寄せ含む） 

リクエスト 

（未所蔵資料） 
不可 不可 

中央図書館 ☏ 042-528-6800 042-576-0161 
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対象 読み聞かせに興味のある市民（初心者向け） 

日時 ①5月 10日（金） ②6月 7日（金） 9：30～11：30 

会場 ① 多摩平の森ふれあい館 3階集会室 6 

② 高幡図書館 2階おはなし会室 

内容 集団に対する読み聞かせの仕方、本の選び方、 

参考図書の紹介、実習 

定員 各 15名 

申込み方法 ①5月 3日（金）10時より多摩平図書館へ 

②5月 17日（金）10時より高幡図書館へ 

来館または電話で先着順に受け付けます。 

申込み・ 

問い合わせ先 

①  多摩平図書館 電話 042-583-2561 

②  高幡図書館 電話 042-591-7322 

当日は、実習の時間を設けてお１人ずつ、

皆さんの前で絵本を読んでいただきま

す。申込みの際、お名前・ご連絡先とあ

わせて「読み聞かせてみたい絵本の題名」

もお伺いしますので、事前に一冊お選び

くださるようお願いいたします。 
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国立がん研究センターがん対策情報センターでは 

信頼できるがん情報を多くの人が受け取れるよう、 

誰でも自由に無料で利用できる公共図書館に、がん 

の冊子を置く「がん情報ギフト」プロジェクトを実 

施しています。これにより、平山図書館が寄贈を受 

けました。 

 

 ■寄贈された冊子 （配布できるものもあります） 

・各部位別がんの解説や治療について…39種類 

・がん全般の解説やアドバイス…11種類  

・「がんと仕事のＱ＆Ａ」…1種類 

※これらの冊子は、国立がん研究センターがん情報サービスの 

ホームページからダウンロードすることもできます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

問い合わせ 平山図書館 042-591-7772 

信頼できるがん情報の冊子が、 

平山図書館でご覧になれます 
 

平山図書館では、いろいろな病気の

闘病記や介護記を集めたコーナー

もあります。どうぞご利用ください。 
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ブックパレード in日野第一中学校 
を開催しました！ 

３月４日（月）、日野第一中学校 図書委員会の方に向けて、日野ヤング

スタッフによるブックパレードを開催しました！ 

当日は、スタッフ５名が、 

「中学生におすすめの本」を、 

各１～２冊紹介しました。 

紹介した本は、科学について書か

れた本やイラスト集、小説など

様々。中学生からは笑い声が漏れ

たり、相槌を打つ様子が見られた

りと、和やかな雰囲気の中、パレ

ードを進行することができまし

た。 

また、「今度読んでみたい」という感想も、中学生から貰うことができま

した。 

パレード終了後は、中学生に、自分

の好きな本を付箋に書いて貼り出し

てみてもらいました。 

本を紹介しあうことで、より読書への

関心を深めることができたのではな

いでしょうか。 

 ヤングスタッフから読書の魅力を

直に伝えることができる、非常に貴重

な時間となりました。 

                  

日野第一中学校 図書委員会の皆さん、ありがとうございました！ 

 

日野ヤングスタッフ 
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日野ヤングスタッフについて 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館集会室の抽選会のお知らせ 
 

利用期間：平成 3１年度後期（2019年 10月～2020年 3月） 

抽選日 ：2019年 5月 31日（金）１０：3０～ 

抽選場所：各図書館（中央図書館・高幡図書館・百草図書館） 

対象  ：市内在住・在勤・在学者が主催する非営利目的のグループ 

     （音楽など実技を伴う場合は利用できません） 

申込み ：5月 4日（土）～5月 30日（木） 

     各図書館窓口（中央図書館・高幡図書館・百草図書館）へ 

 

※お問い合わせは各図書館にお願いいたします 

★日野ヤングスタッフとは？ 

日野市在住・在学・在勤の高校生・大学生からなるメンバーが、 

同年代の方々に向けて図書館や読書の魅力を伝えるため、様々な 

活動を行っています。 

現在は 13名で活動しています。新規メンバー募集中です！ 

★ブックパレードとは？ 

  スタッフ数名が、それぞれの感性で本を選び、紹介するイベント。 

★問い合わせ  高幡図書館 042-591-7322 
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 『パネル展 ガラス乾板からよみがえる 

100年前の豊田の風景』を開催！ 

 ３月１２日（火）から２４日（日）まで、 

日野市郷土資料館所蔵の豊田村旧名主 

・山口家の文庫蔵から発見されたガラス 

乾板写真より豊田の風景や暮らしがわかる 

写真２０点を中央図書館で展示しました。 

期間中は、地域の方が写真を興味深くご覧になっていたのが印

象的でした。また、遠方から来られた方もいらっしゃいました。 

１６日（土）の郷土資料館学芸員によるギャラリートークには、

約６０名の方に参加いただき、周りに集まりきれないほどでした。  

パネル１点１点の解説に熱心に 

耳をかたむける方、昔を懐かしむ方 

を多くお見かけしました。 

  

ご来場、ありがとうございました！！ 

 

 

 

《予告》郷土資料館特別展「豊田のむかし」 

10/5（土）～12/8（日）新選組のふるさと歴史館にて開催 
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 図書館に入った 新 し い 本 
2月 27日から 3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                                       

いつもそばには本があった。 國分 功一郎／著 講談社 002  

世界でいちばんやさしい教養の教科書 児玉 克順／著 学研プラス 002  

書物の破壊の世界史 シュメールの粘土板からデジタル時代まで  

フェルナンド・バエス／著 紀伊國屋書店 020  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

創造と狂気の歴史 プラトンからドゥルーズまで 松本 卓也／著 講談社 130  

詩学 アリストテレス／著 光文社 131.4  

ブチ抜く力 一つの事に魂を売れ！ 与沢 翼／著 扶桑社 159  

40代からのライフシフト実践ハンドブック 80歳まで現役時代の人生戦略  

徳岡 晃一郎／著 東洋経済新報社 159  

内村鑑三 その聖書読解と危機の時代 関根 清三／著 筑摩書房 198.9  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

古代史マップ 世界を変えた帝国と文明の興亡  

日経ナショナルジオグラフィック社 209.3  

元号と日本人 元号の付いた事件・出来事でたどる日本の歴史 

 宮瀧 交二／監修 プレジデント社 210.2  

誤読例に学ぶくずし字 古文書解読検定総復習  

小林 正博／編著 柏書房 210.2  

戦国古文書入門 渡邊 大門／編 東京堂出版 210.2  

災害と生きる日本人 中西 進／著 潮出版社 210.4/ﾅ 

ここが変わる！日本の考古学 先史・古代史研究の最前線  

藤尾 慎一郎／編 吉川弘文館 212  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

再考！縄文と弥生 日本先史文化の再構築  

国立歴史民俗博物館／編 吉川弘文館 212  

古代史講義 戦乱篇 佐藤 信／編 筑摩書房 213  

戦藻録 上・下 宇垣 纒／著 PHPエディターズ・グループ 217.5  

後藤武士のすごい平成史 後藤 武士／著 宝島社 217.6  

鉄のカーテン 上・下 東欧の壊滅 1944-56  

アン・アプルボーム／著 白水社 234  

シュテットル ポーランド・ユダヤ人の世界  

エヴァ・ホフマン／著 みすず書房 234.9  

対峙 日本を動かした怪物たち 田原 総一朗／著 扶桑社 281  

伝える人、永六輔 『大往生』の日々 井上 一夫／著 集英社 281/ｴ 

なんでもひける日本地図 2019 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 290.3  

「地図感覚」から都市を読み解く 新しい地図の読み方  

今和泉 隆行／著 晶文社 291  

日帰りウォーキング関東周辺 2019 JTBパブリッシング 291  

ブラタモリ 17・18 NHK「ブラタモリ」制作班／監修 KADOKAWA 291  

るるぶこどもとあそぼ！首都圏 '20 JTBパブリッシング 291  

気軽におでかけ！首都圏日帰り花景色 12 カ月 JTBパブリッシング 291.3  

神社が語る関東の古代氏族 関 裕二／著 祥伝社 291.3  

アースダイバー 中沢 新一／著 講談社 291.36  

高田馬場アンダーグラウンド 本橋 信宏／著 駒草出版 291.36  

東京わざわざ行きたい街の文具屋さん ハヤテノ コウジ／著 G.B. 291.36  

地図で楽しむすごい新潟 都道府県研究会／著 洋泉社 291.41  

ちゃんと歩ける東海道五十三次 東・西 八木 牧夫／著 山と溪谷社 291.5  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

今こそ「米中」を呑み込め 長谷川慶太郎の大局を読む緊急版 

 長谷川 慶太郎／著 李白社 304/ﾊ 

教養としての政治学入門 成蹊大学法学部／編 筑摩書房 311  

日ソ国交回復秘録 北方領土交渉の真実 松本 俊一／著 朝日新聞出版 319.1  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

日中の失敗の本質 新時代の中国との付き合い方  

宮本 雄二／著 中央公論新社 319.1  

米中壊滅 日中スワップ協定なんてとんでもない  

宮崎 正弘／著 李白社 319.53  

「米中冷戦」で日本は漁夫の利を得る  

ケント・ギルバート／著 宝島社 319.53  

ゼロからわかる相続と税金対策入門 改正相続法に完全対応！ 

 チェスター／監修 あさ出版 324.7  

今日から使える行動経済学 スッキリわかる！ 山根 承子／著 ナツメ社 331  

日本が外資に喰われる 中尾 茂夫／著 筑摩書房 332.1  

直感と論理をつなぐ思考法 VISION DRIVEN  

佐宗 邦威／著 ダイヤモンド社 336.2  

４倍速で成果を出すチームリーダーの仕事術  

高橋 恭介／著 PHP研究所 336.3  

社会人のための基本のビジネスマナー これ 1冊で OK！  

浅井 真紀子／監修 ナツメ社 336.4  

謝罪力 仕事でも家庭でも「問題解決」に役立つ本  

竹中 功／著 日経 BP社 336.4  

図解でわかる最新タイピングが 1週間で身につく本 

   Windows10/8.1/7/スマホ対応版   佐藤 大翔／著 秀和システム 336.5  

最新為替の基本とカラクリがよーくわかる本  

FRB 日本銀行 ECB 人民銀行 脇田 栄一／著 秀和システム 338.9  

社会学用語図鑑 人物と用語でたどる社会学の全体像  

田中 正人／編著 プレジデント社 361  

マンガでわかる！障害年金 青柳 ちか／構成・マンガ 日本評論社 364.6  

労働法 小畑 史子／著 有斐閣 366.1  

60分でわかる！働き方改革超入門  

働き方改革法研究会／著 技術評論社 366.1  

発達障害の人の「就労支援」がわかる本  

梅永 雄二／監修 講談社 366.2  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した 潜入・最低賃金労働の現場  

ジェームズ・ブラッドワース／著 光文社 366.4  

過労死 その仕事、命より大切ですか 牧内 昇平／著 ポプラ社 366.9  

ボーイズ 男の子はなぜ「男らしく」育つのか  

レイチェル・ギーザ／著 DU BOOKS 367  

不倫と結婚 エスター・ペレル／著 晶文社 367.6  

家族みんなが「笑顔」になった”心が温まる”介護の話”  

介護コンシェルジュが書いた 福島 真治／著 秀和システム 367.9  

人生がときめく老い支度実践！ 眠れないほど面白い！  

岡田 信子／著 三笠書房 367.9  

老人ホームリアルな暮らし 小嶋 勝利／著 祥伝社 367.9  

必ずくる震災で日本を終わらせないために。  

福和 伸夫／著 時事通信出版局 369.3  

子連れ防災 BOOK 全災害対応！ ママプラグ／著 祥伝社 369.3  

防災と支援 成熟した市民社会に向けて 田中 重好／編 有斐閣 369.3  

掃除で心は磨けるのか いま、学校で起きている奇妙なこと 

 杉原 里美／著 筑摩書房 372.1  

学校現場で今すぐできる「働き方改革」 目からウロコの ICT活用術  

新保 元康／著 明治図書出版 374  

超効率勉強法 最短の時間で最大の成果を手に入れる  

メンタリスト DaiGo／著 学研プラス 375.1  

東大卒筋肉弁護士のもう後がない状況でも確実に結果を出せる超効率勉強

法                   小林 航太／著 主婦と生活社 375.1  

大人から見た子ども M.メルロ＝ポンティ／著 みすず書房 376.1  

教授だから知っている大学入試のトリセツ 田中 研之輔／著 筑摩書房 376.8  

大学４年間で絶対やっておくべきこと   

なんとなく卒業しないための 50のルール 森川 友義／著 KADOKAWA 377.9  

日本のしきたり 日仏対訳 IBCパブリッシング／編 IBCパブリッシング 382.1  

７袋のポテトチップス 食べるを語る、胃袋の戦後史  

湯澤 規子／著 晶文社 383.8  

さまよう遺骨 日本の「弔い」が消えていく NHK取材班／著 NHK出版 385.6  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

昔話とその周辺 語りながら考えたこと 筒井 悦子／著 みやび出版 388  

こころの人類学 人間性の起源を探る 煎本 孝／著 筑摩書房 389  

沖縄を守る人々 それでも安全保障の最前線に立ち続ける理由 

 竹中 明洋／著 扶桑社 392.1  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

いやでも物理が面白くなる  

「止まれ」の信号はなぜ世界共通で赤なのか？ 志村 史夫／著 講談社 420.4/ｼ 

世界の仕組みを物理学で知る 文系でもよくわかる  

松原 隆彦／著 山と溪谷社 420.4/ﾏ 

はじめての量子化学 量子力学が解き明かす化学の仕組み  

平山 令明／著 講談社 431.1  

ビッグ・クエスチョン <人類の難問>に答えよう  

スティーヴン・ホーキング／著 NHK出版 440.4/ﾎ 

身近な雑草の芽生えハンドブック １ 浅井 元朗／著 文一総合出版 470.3  

ヤナギハンドブック 吉山 寛／解説 文一総合出版 479.5  

蟲愛づる人の蟲がたり  

筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所／編 筑波大学出版会 486  

進化する人体 虫垂、体毛、親知らずはなぜあるのか  

キャロル・アン・リンツラー／著 柏書房 491.3  

知っておきたい腹痛の正体 松生 恒夫／著 筑摩書房 493.4  

痛風・高尿酸血症の安心ごはん 激しい痛みの発作を防ぐ 

 菅野 義彦／病態監修 女子栄養大学出版部 493.6  

10代脳の鍛え方 悪いリスクから守り、伸びるチャレンジの場をつくる 

 ジェス・P.シャットキン／著 晶文社 493.93  

がんを生きぬくお金と仕事の相談室 辻本 由香／著 河出書房新社 494.5  

がん予防のために医者が続ける「長生きサラダ」  

美味しさ満点の 62レシピ 済陽 高穂／監修 宝島社 494.5  

最強女性脳外科医 神メンタルの作り方  

加藤 庸子／著 主婦の友インフォス 494.62  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

入門！自宅で大往生 あなたもなれる「家逝き」達人・看取り名人  

中村 伸一／著 中央公論新社 498.04  

手術数でわかるいい病院 2019 全国&地方別ランキング  

朝日新聞出版 498.16  

新型タバコの本当のリスク アイコス、グロー、プルーム・テックの科学  

田淵 貴大／著 内外出版社 498.32  

薬剤師の本音 65歳を過ぎたら飲んではいけない薬  

宇多川 久美子／著 宝島社 499.1  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

水素エネルギーの事典 水素エネルギー協会／編集 朝倉書店 501.6  

事故の哲学 ソーシャル・アクシデントと技術倫理  

齊藤 了文／著 講談社 504/ｻ 

東京上がる街・下がる街 鉄道・道路から読み解く巨大都市の未来  

川辺 謙一／著 草思社 518.8  

沖縄の名城を歩く 上里 隆史／編 吉川弘文館 521.8  

戦国大名の山城を歩く 小和田 泰経／著 新紀元社 521.8  

よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 給排水衛生、ガス、空調、電気…  

土井 巖／著 秀和システム 528  

超図解で全部わかるインテリアデザイン入門  

Aiprah／著 エクスナレッジ 529  

クルマのメカニズム大全 カラー徹底図解 青山 元男／著 ナツメ社 537.1  

世界の駄っ作機 番外編３ 岡部 いさく／著 大日本絵画 538.7  

イラストで読む AI入門 森川 幸人／著 筑摩書房 548.1  

大きな字でわかりやすい LINE入門 岩間 麻帆／著 技術評論社 548.3  

世界一わかりやすい HTML5&CSS3 コーディングとサイト制作の教科書  

マジカルリミックス／著 技術評論社 548.3  

はじめての PowerPoint 2019 Office 365完全対応  

羽石 相／著 秀和システム 548.4  
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◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 

これからはじめる人のプログラミング言語の選び方  

掌田 津耶乃／著 秀和システム 548.5  

小学生がスラスラ読めるすごいゲームプログラミング入門  

日本語 Unityで 3Dゲームを作ってみよう！  

PROJECT KySS／著 秀和システム 548.5  

懐かしの空き缶大図鑑 石川浩司のお宝コレクション  

石川 浩司／著 東海教育研究所 588.4  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

植物たちの戦争 病原体との 5億年サバイバルレース  

日本植物病理学会／編著 講談社 615.8  

最新 LINEビジネス活用講座 売り上げ大幅アップ！人生逆転の方法 

 菅谷 信一／著 主婦の友社 675  

図解いちばんやさしく丁寧に書いた不動産の本  

大澤 茂雄／著 成美堂出版 676.9  

JR・私鉄特急大百科 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 686.21  

観光亡国論 アレックス・カー／著 中央公論新社 688.21  

格安 SIM&スマホスマートガイド リンクアップ／著 技術評論社 694  

「怪奇大作戦」の挑戦 白石 雅彦／著 双葉社 699.9  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

図説名画の歴史 鑑賞と理解完全ガイド 西岡 文彦／著 河出書房新社 723  

知識ゼロからの近代絵画入門 山田 五郎／著 幻冬舎 723  

あの日からの或る日の絵とことば 3.11と子どもの本の作家たち 

 筒井 大介／編 創元社 726.5  

拓本入門 採拓の基礎から裏打まで 藪田 夏秋／著 淡交社 728.8  

九谷モダン 芸術新聞社／編 芸術新聞社 751.31  

封筒ギフトスタイル 森 珠美／著 日東書院本社 754.9  

東大生がつくったブロックの世界 東大 LEGO部／著 洋泉社 759  

ビートルズと過ごした日々 デレク・テイラー／著 青土社 764.7  

いきものがたり 水野 良樹／著 小学館 767.8  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

ふたりの異邦人 久保田早紀*久米小百合自伝  

久米 小百合／著 いのちのことば社<フォレストブックス> 767.8  

東京笑芸ざんまい わたしの芸能さんぽ 高田 文夫／著 講談社 779  

噺のまくら 三遊亭 圓生／著 小学館 779.1  

スポーツする人のためのリカバリーごはん 疲れを残さず、強いカラダを作る！  

河谷 彰子／監修 女子栄養大学出版部 780.1  

強い体の基礎を作るスポーツキッズの毎日のごはん  

小学校中学年ー中学生の成長期に 古池 久美子／著 誠文堂新光社 780.1  

JOAオリンピック小事典  

日本オリンピック・アカデミー／編著 メディアパル 780.6  

ラグビーの戦い方 キック戦術の実践  

土井 崇司／著 ベースボール・マガジン社 783.4  

なぜ大谷翔平はメジャーを沸かせるのか  

ロバート・ホワイティング／著 NHK出版 783.7  

プロ野球オール写真選手名鑑 2019 日本スポーツ企画出版社 783.7  

プロ野球パーフェクトデータ選手名鑑 2019 宝島社 783.7  

高知県の山 高知県勤労者山岳連盟／著 山と溪谷社 786.1  

ブッシュクラフト読本 自然を愉しむ基本スキルとノウハウ  

長谷部 雅一／著 メイツ出版 786  

一瞬で自分を変える技術 武術に学ぶ 苫米地 英人／著 ビジネス社 789  

 

８００ 語学                                                        

言語学講義 その起源と未来 加藤 重広／著 筑摩書房 801  

翻訳 訳すことのストラテジー マシュー・レイノルズ／著 白水社 801.7  

中高生からの日本語の歴史 倉島 節尚／著 筑摩書房 810.2  

たった一言で印象が変わる大人の日本語１００ 吉田 裕子／著 筑摩書房 814  

外国人のための英語でわかる日本語日常会話  

栗田 奈美／著 ナツメ社 817.8  

中国語似ている単語使い分けブック イラストと例文でわかる 

 蘇 紅／著 ベレ出版 824  
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  ◆◆◆８００ 語学（つづき）◆◆◆ 

ニューエクスプレスプラス古典ヘブライ語 山田 恵子／著 白水社 829.73  

ニューエクスプレスプラス ウルドゥー語 萩田 博／著 白水社 829.8  

英語の歴史から考える英文法の「なぜ」 朝尾 幸次郎／著 大修館書店 835  

他言語とくらべてわかる英語のしくみ 宍戸 里佳／著 ベレ出版 835  

13歳からの英語で自分の意見を伝える本 

東大卒の著者が教える「英語のアタマを作る」学び方  

小野田 博一／著 PHPエディターズ・グループ 837.8  

ポルトガルのポルトガル語 内藤 理佳／著 白水社 869  

１００年かけてやる仕事 中世ラテン語の辞書を編む  

小倉 孝保／著 プレジデント社 892.9  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

詩を書くってどんなこと？ こころの声を言葉にする  

若松 英輔／著 平凡社 901.1  

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

キッド 相場 英雄／著 幻冬舎 913.6/ｱｲﾊ 

居酒屋ぼったくり １１ 秋川 滝美／著 アルファポリス 913.6/ｱｷｶ 

くらやみガールズトーク 朱野 帰子／著 KADOKAWA 913.6/ｱｹﾉ 

死にがいを求めて生きているの 朝井 リョウ／著 中央公論新社 913.6/ｱｻｲ 

ハムレット殺人事件 芦原 すなお／著 東京創元社 913.6/ｱｼﾊ 

こうして誰もいなくなった 有栖川 有栖／著 KADOKAWA 913.6/ｱﾘｽ 

おっさんたちの黄昏商店街 池永 陽／著 潮出版社 913.6/ｲｹﾅ 

真実の航跡 伊東 潤／著 集英社 913.6/ｲﾄｳ 

てらこや青義堂 師匠、走る 今村 翔吾／著 小学館 913.6/ｲﾏﾑ 

ふたたび蟬の声 内村 光良／著 小学館 913.6/ｳﾁﾑ 

住友を破壊した男 伊庭貞剛伝 江上 剛／著 PHP研究所 913.6/ｴｶﾐ 

渦 妹背山婦女庭訓魂結び 大島 真寿美／著 文藝春秋 913.6/ｵｵｼ 

お茶壺道中 梶 よう子／著 KADOKAWA 913.6/ｶｼ 

新宿花園裏交番坂下巡査 香納 諒一／著 祥伝社 913.6/ｶﾉｳ 

流星コーリング 河邉 徹／著 KADOKAWA 913.6/ｶﾜﾍ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

オネエ産婦人科 あなたがあなたらしく生きること  

豪田 トモ／著 サンマーク出版 913.6/ｺｳﾀ 

人工知能 幸田 真音／著 PHP研究所 913.6/ｺｳﾀ 

機捜２３５ 今野 敏／著 光文社 913.6/ｺﾝﾉ 

こどもの季節 恋愛論序説 佐野 洋子／著 河出書房新社 913.6/ｻﾉ 

予言の島 澤村 伊智／著 KADOKAWA 913.6/ｻﾜﾑ 

麦本三歩の好きなもの 住野 よる／著 幻冬舎 913.6/ｽﾐﾉ 

傑作はまだ 瀬尾 まいこ／著  

ソニー・ミュージックエンタテインメント 913.6/ｾｵ 

わたしたち、何者にもなれなかった 瀬那 和章／著 KADOKAWA 913.6/ｾﾅ 

雨にも負けず 小説 ITベンチャー 高杉 良／著 KADOKAWA 913.6/ﾀｶｽ 

ハート型の雲 高橋 三千綱／著 幻冬舎メディアコンサルティング 913.6/ﾀｶﾊ 

レフトハンド・ブラザーフッド 知念 実希人／著 文藝春秋 913.6/ﾁﾈﾝ 

９０秒の別世界 短歌のとなりの物語 千葉 聡／著 立東舎 913.6/ﾁﾊ 

傲慢と善良 辻村 深月／著 朝日新聞出版 913.6/ﾂｼﾑ 

ド S刑事(デカ) ６ 七尾 与史／著 幻冬舎 913.6/ﾅﾅｵ 

十津川警部郷愁のミステリー・レイルロード  

西村 京太郎／著 徳間書店 913.6/ﾆｼﾑ 

十津川警部坂本龍馬と十津川郷士中井庄五郎 

西村 京太郎／著 集英社 913.6/ﾆｼﾑ 

人外 松浦 寿輝／著 講談社 913.6/ﾏﾂｳ 

夏の坂道 村木 嵐／著 潮出版社 913.6/ﾑﾗｷ 

飛族 村田 喜代子／著 文藝春秋 913.6/ﾑﾗﾀ 

毒よりもなお 森 晶麿／著 KADOKAWA 913.6/ﾓﾘ 

尼子姫十勇士 諸田 玲子／著 毎日新聞出版 913.6/ﾓﾛﾀ 

あたしたちよくやってる 山内 マリコ／著 幻冬舎 913.6/ﾔﾏｳ 

夜の塩 山口 恵以子／著 徳間書店 913.6/ﾔﾏｸ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

アラフォーになってようやく気づいたんだけど、私、たぶん向いてない。 

生きることに… メンタル編 甘木 サカヱ／著 KADOKAWA 914.6/ｱﾏｷ 
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◆◆◆９１４．６～９１７ 日本のエッセイ（つづき）◆◆◆ 

これからを生きる君へ 天野 篤／著 毎日新聞出版 914.6/ｱﾏﾉ 

音のウチ・ソト 作曲家のおしゃべり  

池辺 晋一郎／著 新日本出版社 914.6/ｲｹﾍ 

孤独のすすめ 続 五木 寛之／著 中央公論新社 914.6/ｲﾂｷ 

旅立つあなたへ 自分を愛するための２０章  

五木 寛之／著 毎日新聞出版 914.6/ｲﾂｷ 

自分からの人生 加藤登紀子のひらり一言  

加藤 登紀子／著 大和書房 914.6/ｶﾄｳ 

Going婆ぁ Way 昭和を生きた女たち 門野 晴子／著 静岡新聞社 914.6/ｶﾄﾉ 

心底惚れた 樹木希林の異性懇談 樹木 希林／著 中央公論新社 914.6/ｷｷ 

私がオバさんになったよ ジェーン・スー／著 幻冬舎 914.6/ｼｴﾝ 

なにものにもこだわらない 

森 博嗣／著 PHPエディターズ・グループ 914.6/ﾓﾘ 

はればれ、お寿司 嵐山 光三郎／ほか著 河出書房新社 914.6  

平成遺産 川島 小鳥／ほか著 淡交社 914.6  

もの書く人のかたわらには、いつも猫がいた  

角田 光代／ほか著 河出書房新社 914.6  

絲的ココロエ 「気の持ちよう」では治せない  

絲山 秋子／著 日本評論社 916/ｲﾄﾔ 

生還 小林 信彦／著 文藝春秋 916/ｺﾊﾔ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

荒野にて ウィリー・ヴローティン／著 早川書房 933/ｳ 

ブックショップ ペネロピ・フィッツジェラルド／著  

ハーパーコリンズ・ジャパン 933/ﾌ 

座席ナンバー７Aの恐怖 セバスチャン・フィツェック／著 文藝春秋 943/ﾌ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

王宮の凶鳥(まがどり)姫 相内 藍／著 小学館 BN/ｱｲ 

幻想古書店で珈琲を 番外編 蒼月 海里／著 角川春樹事務所 BN/ｱｵ 

幽霊心理学 赤川 次郎／著 文藝春秋 BN/ｱｶ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

 

就職先はネジ屋です 上野 歩／著 小学館 BN/ｳｴ 

伝説 剣客太平記 10 岡本 さとる／著 角川春樹事務所 BN/ｵｶ 

くたばれ宿敵 隠居大名始末剣 沖田 正午／著 コスミック出版 BN/ｵｷ 

いびき女房 大江戸落語百景 4 風野 真知雄／著 徳間書店 BN/ｶｾ 

千吉の初恋  倉阪 鬼一郎／著 二見書房 BN/ｸﾗ 

つくも神会議 一鬼夜行 11 小松 エメル／著 ポプラ社 BN/ｺﾏ 

寒雷ノ坂 居眠り磐音 2 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

花芒ノ海 居眠り磐音 3 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

十手長屋物語 １ 坂岡 真／著 角川春樹事務所 BN/ｻｶ 

心霊殺人事件 安吾全推理短篇 坂口 安吾／著 河出書房新社 BN/ｻｶ 

ニワトリは一度だけ飛べる 重松 清／著 朝日新聞出版 BN/ｼｹ 

今日のハチミツ、あしたの私 寺地 はるな／著 角川春樹事務所 BN/ﾃﾗ 

割れた誇り ラストライン ２ 堂場 瞬一／著 文藝春秋 BN/ﾄｳ 

福を呼ぶ賊 八丁堀「鬼彦組」激闘篇 5 鳥羽 亮／著 文藝春秋 BN/ﾄﾊ 

若殿はつらいよ ８ 書下ろし長編時代小説  

鳴海 丈／著 コスミック出版 BN/ﾅﾙ 

十津川警部日本周遊殺人事件 世界遺産編  

西村 京太郎／著 徳間書店 BN/ﾆｼ 

老中の矜持 本丸目付部屋 3 藤木 桂／著 二見書房 BN/ﾌｼ 

天下御免の剣客大名 巨城奪還 誉田 龍一／著 コスミック出版 BN/ﾎﾝ 

パパとセイラの１７７日間 保険外交員始めました  

まはら 三桃／著 ポプラ社 BN/ﾏﾊ 

柳橋物語・むかしも今も 山本 周五郎／著 新潮社 BN/ﾔﾏ 

十手婆文句あるかい ２ 書き下ろし長編時代小説  

和久田 正明／著 二見書房 BN/ﾜｸ 

昼行燈 布引左内影御用 和久田 正明／著 角川春樹事務所 BN/ﾜｸ 

ソヴィエト旅行記 ジッド／著 光文社 B/ｼｲ 

私のイサベル エリーサベト・ノウレベック／著 早川書房 B/ﾉｳ 

ザ・プロフェッサー ロバート・ベイリー／著 小学館 B/ﾍｲ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

ゴルゲンゴルの鍵 宇宙英雄ローダン・シリーズ 588  

H.G.エーヴェルス／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

闇に香るキス 上・下 光の魔法トリロジー 2 

ノーラ・ロバーツ／著 扶桑社 B/ﾛﾊ 

 

Ｔ 暮らし                                                

暮らしは今日も実験です 子どもと暮らす。母さんの工夫 65 

 本多 さおり／著 大和書房 T0  

大切な人が亡くなったあとの手続きと相続対策のすべて  

最新版 佐々木 一夫／著 宝島社 T0  

喪主ハンドブック 90分でわかる！ 柴田 典子／監修 主婦の友社 T0  

美しく着やすい型紙補正 補正例をわかりやすく解説  

土屋 郁子／著 ブティック社 T11  

型紙いらずのまっすぐ縫い いちばんやさしい洋服づくりの教科書 

 松下 純子／著 河出書房新社 T11  

きれいに縫うためのパターン裁断縫い方の基礎の基礎  

水野 佳子／著 文化学園文化出版局 T11  

はじめてでもきれいに縫えるお裁縫の基礎 加藤 容子／著 日本文芸社 T11  

春夏に似合う大人のカジュアルニット  

棒針編みとかぎ針編みのウエアとこもの 33点 ブティック社 T13  

春夏ニット 2019 セブン&アイ出版 T13  

ふわふわかわいい！たのしくあそぼう！フェルトのスイーツでおままごと  

日本ヴォーグ社 T19  

うまい！「おかか」ごはん かつお節さえあれば、かんたんに料理上手  

にんべん／著 講談社 T41  

カップデリ 持ちよりパーティやお弁当に 信太 康代／著 誠文堂新光社 T41  

これでいいんだ！自炊ごはん  

ワザなしでもいきなり作れるラクうまごはん 131品  

市瀬 悦子／著 学研プラス T41  
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◆◆◆Ｔ 暮らし （つづき）◆◆◆ 

世界一美味しい手抜きごはん  

最速！やる気のいらない 100レシピ はらぺこグリズリー／著 KADOKAWA T41  

六甲かもめ食堂の野菜が美味しいお弁当  

少しの仕込みで生み出す毎日食べたくなる味 船橋 律子／著 誠文堂新光社 T42  

ムラヨシマサユキのジャムの本 四季を楽しむ、極上のジャムとペースト 46 

 ムラヨシ マサユキ／著 主婦と生活社 T43  

無添加焼菓子「レリーサ」の体にやさしいクッキーとケーク  

香料もベーキングパウダーも使わず、素材の力を生かした絶品レシピ  

田村 智子／著 世界文化社 T46  

やさしいバナナのお菓子  

朝食、おやつ、デザートに。はじめてでも失敗しないかんたんレシピ         

若山 曜子／著 誠文堂新光社 T46 

塩分早わかり いつも食べる量の塩分がひと目でわかる  

牧野 直子／監修・データ作成 女子栄養大学出版部 T49  

ダイエットの食品早わかり 食品のエネルギーランキング決定版！  

女子栄養大学出版部／編 女子栄養大学出版部 T49  

野菜のとり方早わかり 1日 350gを手軽においしく！  

川端 輝江／監修・解説 女子栄養大学出版部 T49  

60分でわかる！建築家とつくる「いい家」づくりの教科書  

堤 猛／著 クロスメディア・パブリッシング T5  

草花・鉢花・観葉植物を枯らさない「コツ」！ ガーデナーだから 

わかる 天野 麻里絵／著 講談社 T6  

小さな空間を生かす素敵な庭づくり 一年中ずっと美しい  

山元 和実／監修 成美堂出版 T6  

庭木・花木・果樹の病害虫ハンドブック 症状と原因が写真で 

わかる 草間 祐輔／著 家の光協会 T6  

つくりおき幼児食 １歳半～５歳 新谷 友里江／著 西東社 T8  
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Ｓ 日野市や地域・行政に関する資料                                                

たつみせいかのどうようし百選 かわいい あかるい たのしい 

 畠山 貞子／編 録繙堂出版 SA7  

日本刀完全ガイド “武”と”美”が融合した至高の刀剣の 

魅力に迫る！ 晋遊舎 SB5.6  

地方自治法概説 宇賀 克也／著 有斐閣 SF1  

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 SJ0  

逐条解説障害者総合支援法 障害者福祉研究会／編集 中央法規出版 SQ4  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

読売年鑑 2019年版 読売新聞東京本社 R059.1  

世界史年表・地図 亀井 高孝／編 吉川弘文館 R203.2  

日本史年表・地図 児玉 幸多／編 吉川弘文館 R210.3  

国会便覧 平成 31年 2月新版 シュハリ・イニシアティブ R314.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

『ニッポンを解剖する！東京図鑑』  
JTBパブリッシング  2016.9 

 

―「東京タワーに兄弟がいる？」―「塔博士」と呼ばれた、耐震構造の

父・内藤多仲博士が手掛けた塔が６塔。それらは「タワー６兄弟」（名古 

屋テレビ塔・二代目通天閣・別府タワー・さっぽろテレビ塔・博多ポート
タワー）と呼ばれ、東京タワーは５番目に手掛けられた塔。五男にあた

る。―「なるほど！」 

 このごろ、休日の“東京散歩”が止まらない。今回、散歩のお供に手に
した一冊。ガイドブックも色々とあるが、この本には「東京といえばコ

コ！」という名所や建物、また、お祭りや年中行事などの情報が満載！写

真やイラストをふんだんに、各スポットを見事に『解剖』している。やさ
しいタッチで描かれたそのイラストを見ていると、そこへの興味がよりか

き立てられ、見に行かずにはいられなくなる。このゴールデンウィークに

いくつのスポットを見て回ることができるだろうか、いま、心の“ワクワ
ク”が止まらない。＜S＞ 

  

 

 

  

 

５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 
8日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

23日（木） 10：30～ ― ― 

高幡図書館 
8日（水） 

15：00～ 15：30～ 16：00～ 
15日（水） 

日野図書館 15日（水） ― ― 16：00～ 

多摩平図書館 
9日（木） 10：30～ ― ― 

22日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

平山図書館 16日（木） 10：30～ ― ― 

百草図書館 24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 16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 5 月 6 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 

 

16 日  

6 日 

 

20 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 

 

17 日 

7 日 

 

21 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） 

8 日 

22 日 

12 日 

26 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

9 日   

 

23 日 

13 日   

 

27 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 

10 日 

 

24 日 

14 日 

 

28 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 5月・6月巡回日程 


