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２０１９年 6月 №238 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

6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を開催しました！ 

P.5 図書館に入った新しい本  

P.19 実習生の本箱 

6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） 
3日 10日 17日 24日   

市政図書室（日曜日・祝日） 2日 9日 16日 23日 30日  

 

https://3.bp.blogspot.com/-FIdrNvq0uqk/UYHoMFfK_QI/AAAAAAAARD0/rrQa8YPYXk8/s600/_ajisai_katatsumuri.png
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としょかんおはなしピクニック 2019を開催しました！ 

 

 

 

 

 

 

4月 21日（日）に多摩平の森ふれあい館にて、「子ども読書の日（4/23）」

にちなんだ毎年恒例のイベント「としょかんおはなしピクニック 2019」を開催し

ました。今乳幼児から大人まで、のべ約 300名の方が参加してくださいました。

お天気にも恵まれ、たくさんの笑顔が見られたイベントになりました。 

 

【おさかなのクラフト工作コーナー】 

日野市在住在学の学生等からなるヤングスタッフと 

一緒に、子どもたちは熱心にリアルな海の生き物を 

作っていました。 

 

【子どもの読書にかかわる市内の活動紹介コーナー 

市民の皆さんによる朗読劇・おはなし会】 

子どもの読書に関わる市内の活動を紹介したコーナーでは、 

市民の方々の貴重な活動記録などの展示があり、 

多くの方が関心を持って見ていました。 

 

 「日野・子どもと本の出会いの会」「日野おはなしの

会」によるおはなし会や「チームまじょ」による朗読

劇は、大人も子どもも一緒に 

楽しんでいました。  
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【童話作家 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つくってみよう！】  

 
おはなしづくりワークショップでは、苅田さんと 20名の子どもたちとのやり取

りから、『パンのふわふわこうえん』というおはなしが誕生しました。 

 

苅田さんの読み聞かせを楽しんだ後、おはなしづくりへ。 

パンを主人公にしたおはなしをつくるというテーマで苅田さんが子どもたちから

意見を引き出してくれます。 

「どんなパンがあるかな？」「パンの得意なことは何？」「パンが嫌いなことはどん

なことかな？」「パンのお友達はだれだろう？」 

子どもたちは、パンの気持ちになってたくさんの意見を出してくれました。「パン

が嫌いなことは何かな？」の意見の中には「賞味期限をきらされる」という、まさに

パンになりきった言葉も飛び出すなど、苅田さんをうならせる場面もたくさんあり

ました。 

こうして子どもたちから一番人気の“チョココロネ”のチョコちゃん、コチョちゃ

ん、チョココちゃんを主人公にした『パンのふわふわこうえん』が完成し、思い思い

のイラストつきの世界で一冊だけの絵本ができあがりました。 

ご参加くださった皆様、また会場で温かく見守ってくださった皆様、本当にどうも

ありがとうございました！ 
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【障害者サービスコーナー】 
 

 「すべての子どもたちに読書の喜びを！」と題して、図書館の利用に障害のある子

どもたちが楽しめる布の絵本、さわる絵本、絵と音と文字によるマルチメディア

DAISY 図書、録音図書、音声ガイドの付いた子ども向け映画の紹介を行いました。 

また、「いろんな人たちが生活しているよ」と題した本の展示コーナーでは、LGBT

や障害について知るための絵本などを展示しました。当日は１８名の方にご来場い

ただきました。今年度もさらにマルチメディア DAISY図書のタイトル数は大幅に増

える予定です。お問合せ・ご利用をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-MqBXzBaVxSY/Vy2vvjf936I/AAAAAAAA6bM/wkJRbjsfHJ4wtuN0txAS7vEgXvo385-FACLcB/s800/book_tosyokan_label.png
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図書館に入った 新 し い 本 
3月 27日から 4月 23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                                       

GAFA×BATH 米中メガテックの競争戦略  

田中 道昭／著 日本経済新聞出版社 007  

読書と教育 戦中派ライブラリアン・棚町知彌の軌跡  

池田 知隆／著 現代書館 010.28/ﾀ 

読むよむ書く 迷い多き君のためのブックガイド 重松 清／著 幻戯書房 019  

生きる力を育む「朝の読書」 静寂と集中 岩岡 千景／著 高文研 019.2  

子どもも大人も絵本で育つ 湯澤 美紀／著 柏書房 019.5  

学芸員になるには 横山 佐紀／著 ぺりかん社 069.3  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

運命論を哲学する 入不二 基義／著 明石書店 113.2  

ともに悲嘆を生きる グリーフケアの歴史と文化  

島薗 進／著 朝日新聞出版 114.2  

論理的思考のコアスキル 波頭 亮／著 筑摩書房 116  

迷いを断つためのストア哲学 マッシモ・ピリウーチ／著 早川書房 131.5  

感情の正体 発達心理学で気持ちをマネジメントする  

渡辺 弥生／著 筑摩書房 141.6  

アンコール セミネール第ⅩⅩ巻 ジャック・ラカン／著 講談社 145.9  

イギリス女性はこう働く オーテガ・ユーワグバ／著 辰巳出版 159  

「気前よく」の奇跡 斎藤 一人／著 PHP研究所 159  

苦しかったときの話をしようか  

ビジネスマンの父が我が子のために書きためた「働くことの本質」  

森岡 毅／著 ダイヤモンド社 159  
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◆◆◆１００ 哲学・心理学・宗教（つづき）◆◆◆ 

できる人はなぜ、本屋さんで待ち合わせをするのか？  

やりたいことを全部やっている人の習慣 臼井 由妃／著 三笠書房 159  

70歳のたしなみ 坂東 眞理子／著 小学館 159  

もう一度花咲かせよう 「定年後」を楽しく生きるために  

残間 里江子／著 中央公論新社 159  

日本人にとって聖地とは何か 内田 樹／著 東京書籍 160.21  

ともに生きる仏教 お寺の社会活動最前線 大谷 栄一／編 筑摩書房 187.6  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

世界史を作ったライバルたち 上・下 アレクシス・ブレゼ／編 原書房 209  

平成と天皇 半藤 一利／著 大和書房 217.6  

ヨーロッパ現代史 松尾 秀哉／著 筑摩書房 230.7  

フランス史 G.ベルティエ・ド・ソヴィニー／著 講談社 235  

１日１ページ、読むだけで身につく世界の教養 365 人物編  

デイヴィッド・S.キダー／著 文響社 280  

天皇１２５代 神武天皇から今上天皇まで 宝島社 288.4  

天皇陛下・美智子さま祈りの三十年 森 哲志／著 文藝春秋 288.4  

美智子さま その勁き声 工藤 美代子／著 毎日新聞出版 288.4  

すべては救済のために デニ・ムクウェゲ自伝  

デニ・ムクウェゲ／著 あすなろ書房 289.8/ﾑ 

李垠 １・２ 李氏朝鮮最後の王 李 建志／著 作品社 289.8/ﾘ 

知れば知るほど面白い！日本地図１５０の秘密  

日本地理研究会／編 彩図社 291  

春の気ままなひとり旅。 2019 満開の桜と温泉を満喫！ 三栄書房 291  

ニッポンを解剖する！北海道図鑑 JTBパブリッシング 291.1  

東京ミステリー 縄文から現代までの謎解き 1万年史  

戸矢 学／著 かざひの文庫 291.36  

やさしい、吉祥寺。 マガジンハウス 291.36  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

大阪 都市の記憶を掘り起こす 加藤 政洋／著 筑摩書房 291.63  

大連・旅順歴史ガイドマップ 木之内 誠／著 大修館書店 292.25  

パリの街をメトロでお散歩！ ダイヤモンド・ビッグ社 293.5  

ハワイパーフェクト本 最新オアフ決定版 昭文社 297.6  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

境界の日本史 地域性の違いはどう生まれたか  

森先 一貴／著 朝日新聞出版 302.1  

地図で見るアフリカハンドブック ジェロー・マグラン／著 原書房 302.4  

マスコミ偽善者列伝 続 加地 伸行／著 飛鳥新社 304/ｶ 

激変する世界を先読みする 沸き起こるファシズム  

佐藤 優／著 日本文芸社 304/ｻ 

論戦 ２０１８-２０１９ 櫻井 よしこ／著 ダイヤモンド社 304/ｻ 

昭和の指導者 戸部 良一／著 中央公論新社 312.1  

僕にもできた！国会議員 山本 太郎／著 筑摩書房 312.1  

感情天皇論 大塚 英志／著 筑摩書房 313.6  

選挙制を疑う D.ヴァン・レイブルック／著 法政大学出版局 314.8  

アイヌ近現代史読本 小笠原 信之／著 緑風出版 316.81  

自治会・町内会お悩み解決実践ブック トラブル解消、上手に運営！  

水津 陽子／著 実業之日本社 318.8  

特捜は「巨悪」を捕らえたか 地検特捜部長の極秘メモ  

宗像 紀夫／著 ワック 327.1  

国際私法 神前 禎／著 有斐閣 329.8  

亡国のメガロポリス 日本を滅ぼす東京一極集中と復活への道  

三橋 貴明／著 彩図社 332.1  

弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド  

大阪弁護士協同組合／編 第一法規 335.3  

５日で学べて一生使える！プレゼンの教科書  

小川 仁志／著 筑摩書房 336.1  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

アマゾンのすごい問題解決 佐藤 将之／著 宝島社 336.2  

図解いちばんやさしく丁寧に書いた就業規則の本  

働き方改革対応！就業規則のキホンがまるわかり  

佐藤 文子／編著 成美堂出版 336.4  

「ブラック企業」とゼッタイ言わせない松井式超！働き方改革  

松井 一恵／著 ロングセラーズ 336.4  

金融庁２．０ 上杉 素直／著 日本経済新聞出版社 338.3  

よくわかる税法入門 三木 義一／編著 有斐閣 345.1  

消費税という巨大権益 朝日新聞、トヨタ、経団連、財務省など増税で潤う奴らの

正体 大村 大次郎／著 ビジネス社 345.7 

最強の自己紹介 たった 30秒で人の心をつかむ  

鈴鹿 久美子／著 マキノ出版 361.4  

働き方２．０vs４．０ 不条理な会社人生から自由になれる  

橘 玲／著 PHP研究所 366  

職場の発達障害 自閉スペクトラム症編 太田 晴久／監修 講談社 366.2  

“５０代”になって早期退職を考えたら読む本  

藤原 朋之／著 近代セールス社 366.4  

東京貧困女子。 彼女たちはなぜ躓いたのか  

中村 淳彦／著 東洋経済新報社 368.2  

よくわかる地域福祉 上野谷 加代子／編著 ミネルヴァ書房 369  

民生委員のための障害者支援ハンドブック 地域共生社会の実現に向けた 

３０の Q&A 小林 雅彦／著 中央法規出版 369.2  

その子の「普通」は普通じゃない 貧困の連鎖を断ち切るために  

富井 真紀／著 ポプラ社 369.4  

いじめ １０歳からの「法の人」への旅立ち  

村瀬 学／著 ミネルヴァ書房 371.4  

教育激変 ２０２０年、大学入試と学習指導要領大改革のゆくえ  

池上 彰／著 中央公論新社 372.1  

保育に役立つ０・１・２歳の手作りおもちゃ 年齢別全１３０種  

矢野 真／著 成美堂出版 376.1  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

経営学部・商学部 中高生のための学部選びガイド  

大岳 美帆／著 ぺりかん社 376.8  

おにぎりの文化史 おにぎりはじめて物語  

横浜市歴史博物館／監修 河出書房新社 383.8  

「市」に立つ 定期市の民俗誌 山本 志乃／著 創元社 384.3  

日本の３６５日を愛おしむ 毎日が輝く生活暦  

本間 美加子／著 東邦出版 386.8 

人喰い ロックフェラー失踪事件   カール・ホフマン／著 亜紀書房 389.24  

なぜ自衛隊だけが人を救えるのか 「自己完結組織」の実力  

菊池 雅之／著 潮書房光人新社 392.1  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

世にも美しき数学者たちの日常 二宮 敦人／著 幻冬舎 410.28  

天才数学者、ラスベガスとウォール街を制す 上・下  

偶然を支配した男のギャンブルと投資の戦略  

エドワード・O.ソープ／著 ダイヤモンド社 410.28/ｿ 

日本の地震地図 岡田 義光／著 東京書籍 453.21  

英国キュー王立植物園 庭園と植物画の旅 平凡社 470.7  

１００年前の東京と自然 Wilson in Tokyo １９１４  

古居 智子／著 八坂書房 472.13  

ヤゴハンドブック 尾園 暁／著 文一総合出版 486.3  

くらべてわかる甲虫１０６２種 識別ポイントで見分ける  

町田 龍一郎／監修 山と溪谷社 486.6  

図解巣箱のつくり方かけ方 飯田 知彦／著 創森社 488  

ネコ・かわいい殺し屋 生態系への影響を科学する  

ピーター・P.マラ／著 築地書館 489.5  

国立国際医療研究センター病院の一生役立つ糖尿病レシピ４１０  

大杉 満／監修 西東社 493.12  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

まいちゃんの双極取扱説明書 そう&うつなあなただってきっと大丈夫。 

 まい／著 合同出版 493.76  

「このがん治療でいいのか？」と悩んでいる人のための本  

読むセカンドオピニオン 佐藤 典宏／著 時事通信出版局 494.5  

眠っているがんを起こしてはいけない。 近藤 誠／著 飛鳥新社 494.5  

相談しにくいちつとカラダの話 森田 敦子／監修 朝日新聞出版 495  

カレーの匂いがわからなくなったら読む本 朝晩３０秒の嗅覚トレーニング 

 三輪 高喜／監修 主婦の友社 496.7  

歩き続ける力 三浦 雄一郎／著 双葉社 498.3  

「書く」習慣で脳は本気になる なぜ言葉にすると夢は実現するのか  

茂木 健一郎／著 廣済堂出版 498.39  

牛乳のワナ ３５の病気を生みだす史上最悪の飲料！？  

船瀬 俊介／著 ビジネス社 498.51  

いまどきの死体 法医学者が見た幸せな死に方 西尾 元／著 幻冬舎 498.9  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

最新在庫管理の基本と仕組みがよーくわかる本 ムダを省き利益を上げる 

在庫管理のコツ 湯浅 和夫／著 秀和システム 509.6  

水運史から世界の水へ Speeches on Water Issues  

徳仁親王／著 NHK出版 517  

検証平成建築史 内藤 廣／著 日経 BP社 521  

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  

カタログでたどる日本のトラック・バス トヨタ・日野・プリンス・ダイハツ・ 

くろがね編 小関 和夫／著 三樹書房 537.9  

クルマ大好きだよね！ 昭和世代の逆襲！ JAFメディアワークス 537.9  

図解まるわかりサーバーのしくみ 西村 泰洋／著 翔泳社 548.3  

WordPressの達人が教える本気でカッコよくする WordPressで人気ブログ 

 思いどおりのブログにカスタマイズするプロの技４３  

尾形 義暁／著 ソーテック社 548.3  
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◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 

その作業、もっと効率よくできます！Excel時短仕事術  

小野 眸／著 ナツメ社 548.4  

指物の基礎と製作技法 組手、接手の技術から木材の種類、仕上げまでを 

網羅した決定版 大工道具研究会／編 誠文堂新光社 583  

最後の料理人 徳岡 孝二／著 飛鳥新社 596  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

イネという不思議な植物 稲垣 栄洋／著 筑摩書房 616.2  

ちいさな花言葉・花図鑑 宇田川 佳子／監修 ユーキャン学び出版 627  

一流と日本庭園 生島 あゆみ／著 CCCメディアハウス 629.2  

はじめての狩猟 免許の取り方から痕跡探しまで、知りたいことを完全 

網羅！ 東雲 輝之／監修 山と溪谷社 659  

改正労働者派遣法がわかる本 2019最新版  

加藤 利昭／著 成美堂出版 673.9  

最新ネット広告の基本と仕組みがすべてわかる本  

広告配信を支える IT技術入門 佐藤 和明／著 秀和システム 674.6  

東武鉄道のすべて 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 686.21  

そろそろスマホ 池澤 あやか／講師 NHK出版 694  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

京都国立近代美術館の名作 京都国立近代美術館／監修 国立美術館 706.9  

国立国際美術館の名作 国立国際美術館／監修 国立美術館 706.9  

国立西洋美術館の名作 国立西洋美術館／監修 国立美術館 706.9  

東京国立近代美術館の名作 東京国立近代美術館／監修 国立美術館 706.9  

奪われたクリムト マリアが『黄金のアデーレ』を取り戻すまで  

エリザベート・ザントマン／著 梨の木舎 707.9  

もっと知りたい葛飾北斎 生涯と作品 永田 生慈／監修 東京美術 721.8  

猫と藤田嗣治 内呂 博之／監修 エクスナレッジ 723.8/ﾌ 

万年筆バイブル 伊東 道風／著 講談社 729  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

戦禍の記憶 大石芳野写真集 大石 芳野／著 クレヴィス 748/ｵ 

ネンドノオンド nendo佐藤オオキ世界のデザイナーとのオフレコ雑談集  

佐藤 オオキ／著 日経 BP社 757  

音楽と出会う 21世紀的つきあい方 岡田 暁生／著 世界思想社 760.4/ｵ 

クラシック不滅の巨匠たち レコード芸術／編 音楽之友社 762.8  

クセナキスは語る いつも移民として生きてきた  

クセナキス／述 青土社 762.8/ｸ 

クイーンと過ごした輝ける日々  

東郷 かおる子／著 シンコーミュージック・エンタテイメント 764.7  

Jazz絶対名曲コレクション １３ 後藤 雅洋／監修・選曲 小学館 764.7  

ドナルド・キーンのオペラへようこそ！ われらが人生の歓び  

ドナルド・キーン／著 文藝春秋 766.1  

I LIKE YOU忌野清志郎 岡本 貴之／編 河出書房新社 767.8  

三味線ザンス 遊里と芝居とそれ者たち  

西園寺 由利／著 小学館スクウェア 768.1  

樹木希林さんからの手紙 人生上出来！と、こらえて歩こう  

NHK『クローズアップ現代+』+『知るしん』制作班／著 主婦の友社 778.28/ｷ 

筋トレ動き方・効かせ方パーフェクト事典  

全身の各筋肉を思い通りに鍛え分ける 荒川 裕志／著 ナツメ社 780.7  

評伝孫基禎 スポーツは国境を越えて心をつなぐ  

寺島 善一／著 社会評論社 782.3  

ランニング 金栗 四三／著 時事通信出版局 782.3  

バレーボール基本テク&練習法 大山 加奈／監修 実業之日本社 783.2  

関東百名山 石丸 哲也／著 山と溪谷社 786.1  

黒部源流山小屋暮らし やまと けいこ／著 山と溪谷社 786.1  

福井県の山 日本山岳会福井支部／著 山と溪谷社 786.1  

富士登山パーフェクトガイド ２０１９ JTBパブリッシング 786.1  

フリークライミング 北山 真／著 山と溪谷社 786.1  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

釣りの結び完璧 BOOK 海釣り編  イトを結ぶ指の動きがひと目で 

丸わかり！ 西野 弘章／著 山と溪谷社 787.1  

全部わかる大相撲ガイド 大相撲の魅力を深掘りして徹底的に解説！  

田中 亮／著 成美堂出版 788.1  

一から始める！サラブレッド血統入門 平出 貴昭／著 KADOKAWA 788.5  

 

８００ 語学                                                        

平成新語 出どこはどこ？ 平成を象徴する言葉の「起源」！  

中村 三郎／著 柏書房 814.7  

教養のある大人になるための一生ものの語彙力 神永 曉／著 ナツメ社 814  

「伝える力」と「地頭力」がいっきに高まる東大作文  

西岡 壱誠／著 東洋経済新報社 816  

間違いだらけの文章教室 高橋 源一郎／著 朝日新聞出版 816  

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  

事典にない大阪弁 絶滅危惧種の大阪ことば 旭堂 南陵／著 浪速社 818.63  

はじめての中国語 1日 1課<入門者必須>発音・文法・単語の重要基礎が 

完全マスターできる 石下 景教／著 Jリサーチ出版 820  

日本人のための一発で通じる英語発音 松井 博／著 ダイヤモンド社 831.1  

New！基礎英語ができない大人の英会話  

デイビッド・セイン／著 主婦の友社 837.8  

ニューエクスプレスプラス イタリア語 入江 たまよ／著 白水社 870  

ニューエクスプレスプラス ブルガリア語 寺島 憲治／著 白水社 889.1  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

太宰治 創作の舞台裏 日本近代文学館／編 春陽堂書店 910.2/ﾀ 

宮中歌会始全歌集 歌がつむぐ平成の時代 宮内庁／編 東京書籍 911.16  
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９１３．６ 日本の小説                                                                 

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？ ６  

あてきち／著 アルファポリス 913.6/ｱﾃｷ 

シーソーモンスター 伊坂 幸太郎／著 中央公論新社 913.6/ｲｻｶ 

帝国ホテル建築物語 植松 三十里／著 PHP研究所 913.6/ｳｴﾏ 

それからの四十七士 岡本 さとる／著 祥伝社 913.6/ｵｶﾓ 

見えない轍 心療内科医・本宮慶太郎の事件カルテ  

鏑木 蓮／著 潮出版社 913.6/ｶﾌﾗ 

海の見える丘 あなたの未来へ贈る 5つの物語  

くすのき しげのり／作 星の環会 913.6/ｸｽﾉ 

作家の人たち 倉知 淳／著 幻冬舎 913.6/ｸﾗﾁ 

進撃の巨人 果てに咲く薔薇 諫山 創／原作 講談社 913.6/ｺｳｷ 

骨董屋・眼球堂 小林 栗奈／著 産業編集センター 913.6/ｺﾊﾔ 

人類最年長 島田 雅彦／著 文藝春秋 913.6/ｼﾏﾀ 

おまえの罪を自白しろ 真保 裕一／著 文藝春秋 913.6/ｼﾝﾎ 

夜が暗いとはかぎらない 寺地 はるな／著 ポプラ社 913.6/ﾃﾗﾁ 

帰還 堂場 瞬一／著 文藝春秋 913.6/ﾄｳﾊ 

サバティカル 中村 航／著 朝日新聞出版 913.6/ﾅｶﾑ 

もういちどベートーヴェン 中山 七里／著 宝島社 913.6/ﾅｶﾔ 

ポルシェ太郎 羽田 圭介／著 河出書房新社 913.6/ﾊﾀ 

キボウのミライ 福田 和代／著 祥伝社 913.6/ﾌｸﾀ 

転生したらスライムだった件 １４ 伏瀬／著 マイクロマガジン社 913.6/ﾌｾ 

カモフラージュ 松井 玲奈／著 集英社 913.6/ﾏﾂｲ 

白魔の塔 三津田 信三／著 文藝春秋 913.6/ﾐﾂﾀ 

世話焼き男の物作りスローライフ ２  

悠木 コウ／著 アルファポリス 913.6/ﾕｳｷ 

マジカルグランマ 柚木 麻子／著 朝日新聞出版 913.6/ﾕｽｷ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

科学する心 池澤 夏樹／著 集英社インターナショナル 914.6/ｲｹｻ 

問い続ける力 石川 善樹／著 筑摩書房 914.6/ｲｼｶ 
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◆◆◆９１４．６～９１７ 日本のエッセイ（つづき）◆◆◆ 

一度きりの人生だから 大人の男の遊び方 ２  

伊集院 静／著 双葉社 914.6/ｲｼﾕ 

はぴはぴくるねこ ４ くるねこ大和／著 KADOKAWA 914.6/ｸﾙﾈ 

おやつが好き 坂木 司／著 文藝春秋 914.6/ｻｶｷ 

人生は美しいことだけ憶えていればいい  

佐藤 愛子／著 PHP研究所 914.6/ｻﾄｳ 

ありがとうを言えなくて 野村 克也／著 講談社 914.6/ﾉﾑﾗ 

ぷりっつさんち ６ 松本 ぷりっつ／著 主婦の友社 914.6/ﾏﾂﾓ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

ディオゲネス変奏曲 陳 浩基／著 早川書房 923/ﾁ 

偶然仕掛け人 ヨアブ・ブルーム／著 集英社 929.73/ﾌ 

不思議の国のアリス 鏡の国のアリス 新訳  

ルイス・キャロル／著 青土社 933/ｷ 

翼ある歴史 図書館島異聞 ソフィア・サマター／著 東京創元社 933/ｻ 

ロイスと歌うパン種 ロビン・スローン／著 東京創元社 933/ｽ 

すべての愛しい幽霊たち アリソン・マクラウド／著 東京創元社 933/ﾏ 

本当の小説 回想録 フィリップ・ソレルス／著 水声社 950.2/ｿ 

カモメに飛ぶことを教えた猫 ルイス・セプルベダ／著 白水社 963/ｾ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

死者の盟約 警視庁特捜 7 [2] 麻見 和史／著 新潮社 BN/ｱｻ 

異世界食堂 ５ 犬塚 惇平／著 主婦の友インフォス BN/ｲﾇ 

忌野旅日記 忌野 清志郎／著 新潮社 BN/ｲﾏ 

混沌 禁裏付雅帳 8 上田 秀人／著 徳間書店 BN/ｳｴ 

うちの子が結婚しないので 垣谷 美雨／著 新潮社 BN/ｶｷ 

人情料理わん屋 倉阪 鬼一郎／著 実業之日本社 BN/ｸﾗ 

モップの精は旅に出る 近藤 史恵／著 実業之日本社 BN/ｺﾝ 

白バイガール ４ 佐藤 青南／著 実業之日本社 BN/ｻﾄ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

ヴァチカン図書館の裏蔵書 ３ 篠原 美季／著 新潮社 BN/ｼﾉ 

レゾンデートル 存在理由 知念 実希人／著 実業之日本社 BN/ﾁﾈ 

剣客旗本春秋譚 ３ 鳥羽 亮／著 実業之日本社 BN/ﾄﾊ 

獣に道は選べない 額賀 澪／著 新潮社 BN/ﾇｶ 

剣豪医無双剣 ２ 早瀬 詠一郎／著 コスミック出版 BN/ﾊﾔ 

最強同心剣之介 ２ 早見 俊／著 コスミック出版 BN/ﾊﾔ 

正邪の武士道 居眠り同心影御用 29 早見 俊／著 二見書房 BN/ﾊﾔ 

江戸の黒夜叉 火盗改「剣組」 3 藤 水名子／著 二見書房 BN/ﾌｼ 

かみそり同心松平定信 藤村 与一郎／著 コスミック出版 BN/ﾌｼ 

評定所留役秘録 ２  牧 秀彦／著 二見書房 BN/ﾏｷ 

レトロ雑貨夢見堂の事件綴 又井 健太／著 朝日新聞出版 BN/ﾏﾀ 

アンフォゲッタブル はじまりの街・神戸で生まれる絆  

松宮 宏／著 徳間書店 BN/ﾏﾂ 

一華後宮料理帖 ８品 三川 みり／著 KADOKAWA BN/ﾐｶ 

強奪 捜査魂 南 英男／著 実業之日本社 BN/ﾐﾅ 

騎士団長殺し ２部 上・下 村上 春樹／著 新潮社 BN/ﾑﾗ 

かたつむりがやってくる たまちゃんのおつかい便  

森沢 明夫／著 実業之日本社 BN/ﾓﾘ 

寝ぼけ署長 山本 周五郎／著 新潮社 BN/ﾔﾏ 

粒子エネルギー兵器を破壊せよ 上・下  

クライブ・カッスラー／著 扶桑社 B/ｶﾂ 

大尉の娘 プーシキン／著 光文社 B/ﾌｼ 

銀河系船団の戦士グッキー 宇宙英雄ローダン・シリーズ 590  

H.G.フランシス／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

 

Ｔ 暮らし                                                

伊藤まさこの器えらび 伊藤 まさこ／著 PHPエディターズ・グループ T0  

捨てられない服 新しい一歩を踏み出すきっかけは身近にある  

石田 純子／監修 主婦の友社 T0  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

虫のいい家仕事 家事の嫌いな私のラクして時短！片付け&収納術  

マキ／著 宝島社 T0  

すぐできる定番の子供服 マガジンランド T11  

すぐできる定番のスカート マガジンランド T11  

男のきもの入門 決定版 世界文化社 T12  

美しいかぎ針編み 春夏 27 日本ヴォーグ社 T13  

手編み大好き！ '19SPRING&SUMMER 1枚編んだら、やめられない  

セブン&アイ出版 T13  

デニムカラーの糸でおしゃれ手づくり 主婦と生活社 T13  

かわいい背守り刺繡 子どもを守るおまじない  

堀川 波／著 誠文堂新光社 T15  

小鳥ぽんぽん 毛糸を巻いてつくる家鳥とちいさな野鳥  

trikotri／著 誠文堂新光社 T19  

イギリスのお菓子とごちそう アガサ・クリスティーの食卓  

北野 佐久子／著 二見書房 T40  

親が喜ぶ作りおきごはん 元気で長生きしてほしいから  

今泉 久美／監修・料理 主婦の友社 T41  

吉川食堂 吉川 ひなの／著 宝島社 T41  

レモンのお菓子づくり 知っておきたい味・色・かたち。タルトからクッキー、 

スイーツまで。 加藤 里名／著 誠文堂新光社 T46  

珈琲 for Beginners 2019 晋遊舎 T47  

徹底的に考えてリノベをしたら、みんなに伝えたくなった 50のこと リフォー 

ム&リノベーション入門の決定版 ちきりん／著 ダイヤモンド社 T5  

驚きの家庭菜園マル秘技 58 ひと工夫でこんなに差が出る！  

『やさい畑』菜園クラブ／編 家の光協会 T6  

バラ図鑑 820 花色で名前がわかる！花選びに便利！  

主婦の友社／編 主婦の友社 T6  

名医が教える最短で授かる不妊治療 浅田 義正／著 主婦の友社 T8  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

子育てのきほん 佐々木 正美／著 ポプラ社 T9  

子どもには、どんどん失敗させなさい わが子が 12歳になるまでに知って 

おきたい「自信あふれる子」の育て方 水野 達朗／著 PHP研究所 T9  

こんなカンタンなことで子どもの可能性はグングン伸びる！  

最新の脳医学でわかった！ 瀧 靖之／著 ソレイユ出版 T9  

未知に勝つ子育て AI時代への準備 アグネス・チャン／著 小学館 T9  

 

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

災害アーカイブ 資料の救出から地域への還元まで  

白井 哲哉／著 東京堂出版 SG7  

すぐに使える！公務員のデザイン大全 佐久間 智之／著 学陽書房 SG7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- 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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実習生の本箱 
 

『てんとろり 笹井宏之歌集』  

笹井宏之／著 書肆侃侃房 

 

 短歌と聞くとかつての歌人が読んだ古語で書かれたものを思い浮かべる

人も多いのではないのでしょうか？それもとても素敵ですが、今回紹介さ

せていただくのは現代短歌を詠んだ笹井宏之さんの歌集です。笹井さんは
2009年に病気のため 26歳で亡くなりました。病床に伏せながらも彼は多

くの短歌を残します。それは二つの歌集として本になり、「てんとろり」

はその第二歌集にあたります。 
 笹井さんの短歌は刹那的で柔らかく自由です。思いがけない言葉同士が

くっついて、自分では考えたこともない新しい感覚を抱かせてくれます。

初めて読んだ時、二回目に読んだ時、三回目に読んだ時、同じ短歌である
のに出てくる感想は同じにはなりません。一つ一つの短歌にどの様な意味

があるのか、それは読む人によって変わってくるものですが、ぜひ読んで

自分の一首を発見してください。（M） 
 

  

 

 

  

 

６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 
12日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

27日（木） 10：30～ ― ― 

高幡図書館 
5日（水） 

15：00～ 15：30～ 16：00～ 
19日（水） 

日野図書館 19日（水） ― ― 16：00～ 

多摩平図書館 
13日（木） 10：30～ ― ― 

26日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

平山図書館 20日（木） 10：30～ ― ― 

百草図書館 28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 20日（木）10時～12時。多摩平図書館は火曜日～金曜日 10時～12時。 

～図書館実習に来た学生による本の紹介です～ 

https://1.bp.blogspot.com/-sAtGmNFRa0g/UfIJIwYdrhI/AAAAAAAAWd4/o_52Pse9NzI/s800/haiku.png
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曜日 時間 駐車場 住所 6 月 7 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 
 

6 日 

 

20 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 

 

7 日 

 

21 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） 

12 日

26 日 

10 日 

24 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

13 日   

 

27 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 

14 日 

 

28 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 ６月・７月巡回日程 


