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今月のひろば 

P.2  夏休み！親子で調べよう日野用水 

P.3  「スタンプラリー in 日野宿 2019」を開催しました  

P.4  夏休みジュニアスタッフ募集！！ 

P.5  夏休み特別企画 みんなで工作しましょう！ 

P.6  ひらやまえんにちのお知らせ 

P.8  読み聞かせに向く絵本の紹介 ～保護者向け～  

P.9  歩こう・調べよう・ふるさと七生 

P.10 図書館に入った新しい本 

P.23 図書館員の本箱／７月のおはなし会 

P.24 移動図書館ひまわり号巡回日程 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年 7月 №239 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

7 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 
 

 

 

 

中央・高幡・日野 

多摩平・平山・百草（月曜日） 
1 日 8 日 22 日 29 日   

市政図書室（日曜日・祝日） 7 日 14 日 15 日 21 日 28 日  

 

７月１５日（月）祝日は開館します！ 

（市政図書室を除く） 

https://3.bp.blogspot.com/-2_fMZFkqOIs/U401MDZ33qI/AAAAAAAAg_Y/7EEL4zP61J4/s800/tanabata_panda.png
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●新東光寺地区センター

ーーー 

  

twitter 

日野宿発見隊第９０弾 （第１４回子ども発見隊） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

至立川 

日
野
駅 

甲州街道 

四ツ谷立体 薬
王
寺 

コンビニ 

郵便局 

夏休み！親子で調べよう日野用水 

日野
ひ の

用水
ようすい

にはどんな生
い

きものがいるかな？ 自分
じ ぶ ん

の目
め

で発見
はっけん

だ！ 

観察後
かんさつご

は元
もと

の場所
ば し ょ

にかえすよ。図書館
としょかん

の本
ほん

を使
つか

って調
しら

べよう。 

日時
に ち じ

   ７月２７日(土) 午前
ご ぜ ん

9時
じ

30分
ぷん

～12時
じ

 

集合
しゅうごう

場所
ば し ょ

 新東光
しんとうこう

寺地区
じ ち く

センター（栄町
さかえまち

3-14-1）      

対象
たいしょう

     小学生
しょうがくせい

以上
いじょう

の子どもと保護者 

(先着
せんちゃく

20組
くみ

)   

持
も

ちもの    ぬれてもよいふく 

くつ（サンダル、長
なが

ぐつなど） 

      ぼうし、タオル、すいとう 

申込
もうしこ

み期間
き か ん

  ７月４日（木）午前１０時 

～７月１９日（金） 

※参加費
さ ん か ひ

無料
むりょう

。アミとバケツは図書館
としょかん

で 

用意
よ う い

します。 

 

 http://www.hinoshuku.com 

 

主催 

【申込
もうしこ

み・問合
といあわ

せ】 日野
ひ の

図書館
としょかん

（日野
ひ の

本町
ほんまち

7-5-14）電話
で ん わ

 584-0467 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=cJPDB7lA&id=C570ABF8C8F61F5F445543B8F99EF9F1E47A48BE&thid=OIP.cJPDB7lAFMPqB76bki2uCgHaFj&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.monopot-illust.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f01%2fmugiwara-boushi_2680-500x375.png&exph=375&expw=500&q=%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e7%84%a1%e6%96%99%e3%80%80%e9%ba%a6%e3%82%8f%e3%82%89%e5%b8%bd%e5%ad%90&simid=607992528444195900&selectedIndex=6
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=fvRiMV9m&id=0FDA864097DE556E9E9F2DFC2854F9922D761935&thid=OIP.fvRiMV9mxJ7o8-MAbMhpUgHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fsozaikoujou.com%2fwordpress%2fwp-content%2fuploads%2f2015%2f07%2fth_zakka_suito_mono.png&exph=600&expw=600&q=%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e7%84%a1%e6%96%99%e3%80%80%e6%b0%b4%e7%ad%92&simid=607987288613849663&selectedIndex=64
http://hinoshuku.com/index.html
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佐藤彦五郎新選組資料館 
 

日野図書館前にて 
 

盛況だった「スタンプラリー in 日野宿 2019」 
 ひの新選組まつりの初日、５月１１日（土）午前１０時から午後４時

まで、「スタンプラリー in 日野宿 2019」（日野宿発見隊主催）が開

催されました。昨年同様、好天に恵まれ大変多くの方にご参加いた

だきました。午後２時半頃には用意したスタンプ帳６２８部が完売

となり、参加できなかった皆さまには大変ご迷惑をおかけしました。 

 今年は土方歳三没後 150 年という記念すべき年で、例年以上に盛

り上がりを見せているところですが、当スタンプラリーでも佐藤彦

五郎新選組資料館のスタンプが、下の写真のように他のスタンプと

同様大型スタンプとなったことで、皆さまの関心も高かったようで

す。ツイッターにもこれまで以上にたくさんの書き込みがアップさ

れていました。当スタンプラリーを通じて日野宿を回遊しながら新

たなまちの魅力にふれていただけたのではないでしょうか。 

 なお、開催にあたり、チェックポイントとして場所を提供してい

ただいた皆さまをはじめ、ボランティア、自治会、さらに日野市の

応援職員、また中間試験を間近に控えているにもかかわらず手伝っ

て下さった日野一中７名の生徒さんたち、本当にありがとうござい

ました。 
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           令和元年度日野市立図書館 

 子ども読書活動推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時・時間 下記の表の通り 

対 象 市内在住の小学校５年生から中学校３年生 

（各館全日程に参加できる方） 

申込み方法 ７月３日（水）午前 10時から受付開始（先着順） 

各図書館窓口またはお電話で  

図書館名 住所・電話番号 日程 時間 募集人数 

高幡図書館 
三沢 4-1-12 ７月２５日（木）、７月２６日（金） 

８月１日（木）、２日（金）      
8：45～9：45 ３人 

℡ 042-591-7322 

多摩平図書館 
多摩平 2-9 ７月２５日（木）、７月２６日（金） 

８月１日（木）、２日（金）      
8：45～9：45 ４人 

℡ 042-583-2561 

中央図書館 
豊田 2-49-2 

８月１日（木）、８月２日（金） 9：00～11：30 ４人 
℡ 042-586-0584 

日野図書館 
日野本町 7-5-14 

８月１日（木）、８月２日（金） 9：00～11：30 ２人 
℡ 042-584-0467 

平山図書館 
平山 5-18-2 

８月１日（木）、８月２日（金） 9：00～11：30 ３人 
℡ 042-591-7772 

百草図書館 
百草 204-1 

８月１日（木）、８月２日（金） 9：00～11：30 ２人 
℡ 042-594-4646 

★詳しくは各図書館までお問い合わせください 

小学校５年生から中学生 対象 

図書館の仕事を体験してみませんか？ 

小学校５・６年生も応募して 

いただけるようになりました！ 
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実施館 日程 ０・１・２才 ３才～未就学児 小学生 

多摩平図書館 

7 月 24日（水）  15:30～16:00 16:00～16:30 

8 月 8 日（木） 10:30～11:00   

百草図書館 7 月 26日（金） 15:00～15:30 15:30～16:00 16:00～16:30 

高幡図書館 8 月 7 日（水） 15:00～15:30 15:30～16:00 16:00～16:30 

中央図書館 

7 月 25日（木） 10:30～11:00   

8 月 14日（水）  15:30～16:00 16:00～16:30 

日野図書館 8 月 21日（水） 
16:00～16:30 どなたもどうぞ。どれを作るかはお楽

しみ！   

平山図書館 8 月 15日（木） 10:30～11:00   

夏休み特別企画    

みんなで工作
こうさく

しましょう！ 

 図書館
と し ょ か ん

の工作
こうさく

の本
ほん

から、おもちゃをつくります！（材料は用意してあります） 

夏休み
なつやすみ

におすすめの本
ほん

や、自由
じ ゆ う

研究
けんきゅう

の本
ほん

の紹介
しょうかい

もあります。   

みんなであそびにきてね！ 

0・1・2才 封筒パペツト 

プレゼント付きおはなし会！ 

3才～未就学児  紙コップのお散歩動物 

すきなどうぶつをつくってみよう！ 

小学生  紙バネびっくり箱 

自由工作になるかも！ 
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16：00   16：30  17：00  17：30  18：00 

★図書館の本、リサイクル 

雑誌・児童書の無料頒布コーナー 

※マイバックを持参してください 

      

★『日常生活に潜む危険とは』 

～小学生・保護者向け～ 

（ＤＶＤ上映） 

      

★紙芝居師せんべいの 

 街頭紙芝居（予定） 

      

やったね ★みっつ！ 

(スタンプラリー景品交換 

       コーナー) 

      

子育てひろば平山 

『ぽっかぽか』 

展示コーナー 

      

本探しゲーム 

ＩＮ平山図書館 

※要事前申し込み 

      

※スタンプラリー実施！（小学生までのお子さん限定）  

★印のあるコーナー3 か所全部をまわってスタンプを集めてね。 

スタンプラリーカードは 3 階大ホールで配ります。 

（カードがなくなりしだい、終了します） 

スタンプが集まったら やったね ★みっつ！（スタンプラリー景品交換

コーナー）へ。 

かわいいぬいぐるみなど景品を多数取り揃えてお待ちしています。 

 

日 時：8 月 4 日（日） １６：００～１８：００ 

場 所：平山季
すえ

重
しげ

ふれあい館   

 

時間 
コーナー 
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本探
ほんさが

しゲームの参加者募集！ 
閉館後の図書館で本探しのゲームをします。 

カードに書いてある本を探し、クイズに挑戦してみてね！ 

参加賞がもらえます！ 

場所 平山図書館 

日時 8 月 4 日（日）17：30から 18：00 

申込み方法  ７月１0 日（水）10：00 から 

平山図書館に電話または来館 

代表者の氏名と連絡先、参加人数をお伝えください。 

定員 先着 5 チーム（1 チームは小学生以上 2～5 人程度、 

お友達、家族で参加も可） 

申込み・問合せ先 平山図書館 電話 042-591-7772 

 

 

 
 

  

日 時：8 月 4 日（日）１６：００～２０：００ 

場 所：出口公園（京王線平山城址公園駅東側） 

    出店、昔あそびやイベントもあるよ！ 

    家族みんなで遊びに来てね！ 

 

図書館の本、リサイクル 

時間：１６：００～１８：００  場所：大ホール 

雑誌・児童書の無料配布コーナーです。 
お一人 10冊まで 

マイバックを持参してください。 
 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fhikari-gakuen.com%2Fdaiichi%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Fillust2194.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fhikari-gakuen.com%2Fdaiichi%2F2015%2F06%2F01%2F%25E7%25AC%25AC%25E4%25B8%2580%25E3%2581%25B2%25E3%2581%258B%25E3%2582%258A%25E5%25B9%25BC%25E7%25A8%259A%25E5%259C%2592%25E3%2580%2580%25E6%259C%25AA%25E5%25B0%25B1%25E5%259C%2592%25E5%2585%2590%25E5%25A4%258F%25E7%25A5%25AD%25E3%2582%258A-2%2F&docid=sP7dpzqW3DOK_M&tbnid=eqptL8xKlUBPjM%3A&vet=1&w=672&h=575&bih=604&biw=1366&ved=2ahUKEwj56MajxL3iAhVQ_GEKHYVXBvQQxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1
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日時・時間 開催場所 問い合わせ先 

 2019年 

７月５日（金） 

１０：３０～１１：００ 

 

百草図書館 

 

℡ 594-4646 

（百草図書館） 

 

 

お問い合せ   各図書館 又は図書館ホームページをご覧ください 

 

図書館キャラクターの『のら』です！ 

 

 

図書館読書パスポート 

読んだ本が記録できます。図書館で読んだ 

本の数だけ、『のら』のスタンプが押せます！ 

内容 読み聞かせにどんな本を選んだらいいのだろう・・？ 

保護者を対象に、図書館職員が読み聞かせに向く絵本や、

季節にあった本、新刊書などを紹介します！！ 

＊申し込みは不要です。実習はありません。 

＊図書館のカウンターでもご相談にのります。 

対象 小学校などで読み聞かせをされる保護者の方 
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【生涯学習 学びの場プロジェクト】 

歩こう・調べよう・ふるさと七生 ～春夏秋冬・七生を学ぶ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/15（土）に、春編≪ほどくぼ小僧「藤蔵」と「かくれ穴」≫を実施しま

した。夏・秋・冬もあります！ 事前申込が必要となりますので、「広報ひの」

にご注目ください。 
  

※テーマ等は変更する場合があります 

 

 

 

 

日程 テーマ 集合場所 広報掲載 

夏編 
7月 20日（土） 

初夏の真慈悲寺と百草画荘 百草図書館 7月 1日号 

秋編 
10月 19日（土） 

高幡不動駅前の移り変わりと
ハイキング 高幡図書館 10月 1日号 

冬編 
11月 9日（土） 

平山宗印寺と季重 
そして平山遺跡 

平山図書館 10月 15日号 

日野市教育委員会が作成した小学生郷土史副読本『歩こう 調べよう ふる

さと七生』を活用し、四季折々、七生地区の歴史と自然を「歩き、見て、語り、

聞く、考える」学びの場を、日野市教育委員会生涯学習部門（生涯学習課・郷

土資料館・図書館・中央公民館）が合同で実施する事業です。 

※『歩こう 調べよう ふるさと七生』 は、図書館で閲覧・貸出ができます。 

 

 

HINO 
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図書館に入った 新 し い 本 
4月 24日から 5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                                       

京大変人講座 常識を飛び越えると、何かが見えてくる  

酒井 敏／著 三笠書房 002 

記憶の箱舟 または読書の変容 鶴ケ谷 真一／著 白水社 019 

父母&保育園の先生おすすめの赤ちゃん絵本 200冊  

０歳・１歳・２歳の子どもがよろこぶ絵本 絵本ナビ／監修 玄光社 019.5 

日本の名著見るだけノート  

これからのビジネスマンに必要な教養が身につく！  

福田 和也／監修 宝島社 028 

新聞の運命 事実と実情の記事 山本 七平／著 さくら舎 070.4/ﾔ 

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

ことばを紡ぐための哲学 東大駒場・現代思想講義  

中島 隆博／編著 白水社 104/ﾅ 

パイドン 魂について プラトン／著 光文社 131.3 

不道徳的倫理学講義 人生にとって運とは何か 古田 徹也／著 筑摩書房 151 

新しい一歩を踏み出そう！ 会社のプロではなく、仕事のプロになれ！  

守屋 実／著 ダイヤモンド社 159 

幻想の[ルート５] なぜ私はオウム受刑者の身元引受人になったのか  

中谷 友香／著 ベストセラーズ 169.1 

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

知ってはいけない現代史の正体 令和の時代に日本人の歴史を取り戻す  

馬渕 睦夫／著 SBクリエイティブ 209.7 

図解面白いほどよくわかる！日本史 橋場 日月／著 西東社 210 
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

元号通覧 森 鷗外／著 講談社 210.2 

考古学講義 北條 芳隆／編 筑摩書房 212 

歴史戦と思想戦 歴史問題の読み解き方 山崎 雅弘／著 集英社 216 

見ることは信じることではない 啓蒙主義の驚くべき感覚世界 

 キャロリン・パーネル／著 白水社 230.5 

きちんと理解するイギリスの歴史 内藤 博文／著 河出書房新社 233 

アウシュヴィッツの巻物証言資料 ニコラス・チェア／著 みすず書房 234 

図説オランダの歴史 佐藤 弘幸／著 河出書房新社 235.9 

番記者が見た新天皇の素顔 井上 茂男／著 中央公論新社 288.4 

陛下、今日は何を話しましょう アンドルー・B.アークリー／著 すばる舎 288.4 

東京ディズニーランド&シー裏技ガイド 2019ー20  

クロロ／著 廣済堂出版 291 

るるぶドライブ東北ベストコース  2019-2 JTBパブリッシング 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 

70s原宿原風景 エッセイ集思い出のあの店、あの場所  

中村 のん／編著 DU BOOKS 291.36 

歩く地図鎌倉・横浜散歩 2020 成美堂出版 291.37 

新しい古代史へ １ 平川 南／著 吉川弘文館 291.51 

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

JAPAN CLASS オレたちが憧れる国、それがニッポン！  

ジャパンクラス編集部／編 東邦出版 302.1 

天井のない監獄ガザの声を聴け！ 清田 明宏／著 集英社 302.28 

偽善者の見破り方 リベラル・メディアの「おかしな議論」を斬る  

岩田 温／著 イースト・プレス 304/ｲ 

疑う力 「常識」の 99%はウソである 堀江 貴文／著 宝島社 304/ﾎ 

ナショナリズムと相克のユーラシア ヨーロッパ帝国主義の負の遺産  

宮田 律／著 白水社 311.3 

自公政権とは何か 「連立」にみる強さの正体 中北 浩爾／著 筑摩書房 312.1 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

資本主義と民主主義の終焉 平成の政治と経済を読み解く 

 水野 和夫／著 祥伝社 312.1 

田中角栄の「戦争と平和」 別冊宝島編集部／編 宝島社 312.8/ﾀ 

11通の手紙 及川 淳子／著 小学館 316.1 

官僚制と公文書 改竄、捏造、忖度の背景 新藤 宗幸／著 筑摩書房 317 

最新知りたいことがパッとわかる相続登記のしかたがよくわかる本  

鎌田 幸子／著 ソーテック社 324.7 

習近平がゾンビ中国経済にトドメを刺す時  

日本は 14億市場をいますぐ「損切り」せよ！ 石 平／著 ビジネス社 332.22 

入門アメリカ経済 Q&A100 坂出 健／編著 中央経済社 332.53 

財閥と同族 日本に君臨してきた巨大企業の実像  

現代ビジネス研究班／編 河出書房新社 335.5 

基本と実務がよくわかる小さな会社の総務・労務・経理 19-20年版  

池田 陽介／監修 ナツメ社 336 

スタンフォード式最高のリーダーシップ  

スティーヴン・マーフィ重松／著 サンマーク出版 336.3 

やさしくわかる給与計算と社会保険事務のしごと 令和元年度版  

北村 庄吾／著 日本実業出版社 336.4 

絶対得するキャッシュレス決済超入門 図解と Q&Aですっきりわかる！  

岩田 昭男／監修 宝島社 338 

暴力が支配する一触即発の世界経済  

元経済ヤクザが明かす「仁義なきマネー戦争」の実態  

猫組長／著 ビジネス社 338.9 

図解わかる税金 2019-2020年版  

収入にかかる税金 財産にかかる税金 生活にかかる税金 

 芥川 靖彦／著 新星出版社 345 

よくわかる社会政策 雇用と社会保障  

石畑 良太郎／編著 ミネルヴァ書房 364 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

図解わかる年金 2019-2020年版 国民年金・厚生年金 企業年金・個人年金  

中尾 幸村／著 新星出版社 364.6 

図解わかる労働基準法 2019-2020年版 荘司 芳樹／著 新星出版社 366.1 

ハラスメントの境界線 セクハラ・パワハラに戸惑う男たち  

白河 桃子／著 中央公論新社 366.3 

図解わかる会社をやめるときの手続きのすべて 2019-2020年版  

中尾 幸村／著 新星出版社 366.4 

世界の半分、女子アクティビストになる ケイリン・リッチ／著 晶文社 367.2 

LGBT ってなんだろう？ 自認する性・からだの性・好きになる性・表現する性  

藥師 実芳／著 合同出版 367.6 

高齢者のためのおやつレクリエーション 鈴木 恵／監修 成美堂出版 367.9 

独学のススメ 頑張らない！「定年後」の学び方 10か条  

若宮 正子／著 中央公論新社 367.9 

やさしすぎるあなたがくたびれないための介護ハンドブック  

東田 勉／著 大和書房 367.9 

シニアのための防災手帖 三平 洵／監修 産業編集センター 369.3 

わたしは 12歳、爆撃される悪夢を見る夜。 紛争下でこころのケアを必要とする

4億人の子どもたち  セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン／著 合同出版 369.3 

遊び・育ち・経験 子どもの世界を守る 小西 祐馬／編著 明石書店 369.4 

子ども家庭福祉専門職のための子育て支援入門  

才村 純／編著 ミネルヴァ書房 369.4 

不登校・ひきこもりのための行動活性化 子どもと若者の“心のエネルギー”が

みるみる溜まる認知行動療法 神村 栄一／著 金剛出版 371.4 

どうしてますか？手づかみ食べ 自分で食べるはじめの一歩 

 山崎 祥子／編著 芽ばえ社 376.1 

ひろみち&たにぞうのパラダイス運動会！ 華やかで盛り上がるダンス・競技・制

作物・体操をぎゅっと凝縮！      佐藤 弘道／共著 世界文化社 376.1 

よくわかるインクルーシブ教育 湯浅 恭正／編著 ミネルヴァ書房 378 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

文身(いれずみ)デザインされた聖のかたち  

表象の身体と表現の歴史 桐生 眞輔／著 ミネルヴァ書房 383.7 

死体は誰のものか 比較文化史の視点から 上田 信／著 筑摩書房 385.6 

オオカミは大神 狼像をめぐる旅 青柳 健二／著 天夢人 387 

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

東大卒の教師が教えるこどもの科学の疑問に答える本  

三澤 信也／著 彩図社 404/ﾐ 

最強に面白い！！確率 ニュートン式超図解 ニュートンプレス 417.1 

2つの粒子で世界がわかる 量子力学から見た物質と力  

森 弘之／著 講談社 421.3 

深海-極限の世界 生命と地球の謎に迫る 藤倉 克則／編著 講談社 452 

地震予測は進化する！ 「ミニプレート」理論と地殻変動  

村井 俊治／著 集英社 453.3 

富士山噴火と南海トラフ 海が揺さぶる陸のマグマ  

鎌田 浩毅／著 講談社 453.8 

葉っぱはなぜこんな形なのか？  

植物の生きる戦略と森の生態系を考える 林 将之／文・写真 講談社 471.7 

じっくり観察特徴がわかるコケ図鑑 大石 善隆／著 ナツメ社 475 

クラゲ水族館 BOOK 鈴木 朱紀子／著 扶桑社 483.3 

イモムシの教科書 安田 守／著 文一総合出版 486.8 

牙 アフリカゾウの「密猟組織」を追って 三浦 英之／著 小学館 489.7 

爆発する歯、鼻から尿 奇妙でぞっとする医療の実話集  

トマス・モリス／著 柏書房 490.4/ﾓ 

こころ漢方 鎌倉・大船の老舗薬局が教える 杉本 格朗／著 山と溪谷社 490.9 

臓器たちは語り合う 人体 神秘の巨大ネットワーク  

丸山 優二／著 NHK出版 491 

科学の女性差別とたたかう 脳科学から人類の進化史まで  

アンジェラ・サイニー／著 作品社 491.3 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

最新健康診断と検査がすべてわかる本  

矢冨 裕／編著 時事通信出版局 492.1 

完全図解動脈硬化・コレステロールのすべて  

血管を強くするおいしいレシピ 130 白井 厚治／監修 主婦の友社 493.24 

うつ消し漢方 自然治癒力を高めれば、心と体は軽くなる！ 

 森下 克也／著 方丈社 493.76 

基礎からわかるハイリスク薬 浜田 康次／監修・著 ナツメ社 499.1 

自然治癒力をひきだす「野草と野菜」のクスリ箱 体と心の不調をなくす「自然療

法」の食事と手当て 東城 百合子／著 三笠書房 499.87 

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

娯楽する郊外 三浦 展／著 柏書房 518.8 

プロのための住宅・不動産の新常識 2019-2020 これだけは知っておきたい！ 

田村 誠邦／著 エクスナレッジ 520.9 

カリスマ失墜 ゴーン帝国の 20年 日経ビジネス／編 日経 BP 537 

マツダ 心を燃やす逆転の経営 山中 浩之／著 日経 BP 537 

IT用語図鑑 ビジネスで使える厳選キーワード 256  

増井 敏克／著 翔泳社 548.3 

今すぐ使えるかんたん Outlook 2019 リブロワークス／著 技術評論社 548.3 

今すぐ使えるかんたんサーバーのしくみ超入門  

トップスタジオ／著 技術評論社 548.3 

基礎からのプログラミングリテラシー コンピュータのしくみから技術書の選び方

まで厳選キーワードをくらべて学ぶ！    増井 敏克／著 技術評論社 548.5 

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

大坊珈琲店のマニュアル 大坊 勝次／著 誠文堂新光社 673.9 

空飛ぶクルマ 電動航空機がもたらす MaaS革命 根津 禎／著 日経 BP社 680 

電鉄は聖地をめざす 都市と鉄道の日本近代史  

鈴木 勇一郎／著 講談社 686.21 

航空のゆくえ 自由化の先にあるもの 柴田 伊冊／著 筑摩書房 687.2 
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７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

絵を見る技術 名画の構造を読み解く 秋田 麻早子／著 朝日出版社 720.7 

中島千波作品集 こんな絵を描いてきました 中島 千波／著 求龍堂 721.9/ﾅ 

レオナルド・ダ・ヴィンチ 生涯と芸術のすべて  

池上 英洋／著 筑摩書房 723.8/ﾚ 

鏡の中のいわさきちひろ 絵描きとして、妻として、母として 

 歌代 幸子／著 中央公論新社 726.5 

漱石のいない写真 文豪たちの陰影 前田 潤／著 現代書館 740.21 

安曇野のナチュラリスト田淵行男 近藤 信行／著 山と溪谷社 740.28/ﾀ 

手作り万華鏡入門 はじめてでも美しい模様が楽しめる！身近な材料で作れる、

不思議な世界               山見 浩司／著 誠文堂新光社 759 

グレン・グールド 吉田 秀和／著 河出書房新社 762.8/ｸ 

ルース・スレンチェンスカ 九十四歳のピアニスト一音で語りかける  

ルース・スレンチェンスカ／著 平凡社 762.8/ｽ 

軍歌と日本人 国民を鼓舞した 197曲 大野 敏明／著 産経新聞出版 767.6 

能楽ことはじめ 夢幻にあそぶ 松村 栄子／著 淡交社 773 

ゼロから分かる！図解歌舞伎入門 新居 典子／著 世界文化社 774 

インフラグラム 映像文明の新世紀 港 千尋／著 講談社 778 

３０日で白 Tシャツの似合う私になる 森 拓郎／著 ワニブックス 781.4 

水泳指導教本 公認コーチ１・公認コーチ２用  

日本水泳連盟／編 大修館書店 785.2 

剱・立山連峰 北アルプス 星野 秀樹／著 山と溪谷社 786.1 

八ケ岳 佐々木 亨／著 山と溪谷社 786.1 

槍・穂高連峰 北アルプス 渡辺 幸雄／著 山と溪谷社 786.1 

知れば知るほど行司・呼出し・床山 大相撲の、裏方の見方が変わる！  

「相撲」編集部／編著 ベースボール・マガジン社 788.1 

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 

筋力をつける基本詰碁１５０題 囲碁 高尾 紳路／著 成美堂出版 795 
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８００ 語学                                                        

hana Vol.３１ 韓国語学習ジャーナル hana編集部／編 HANA 829.1 

ニューエクスプレスプラス グルジア語 児島 康宏／著 白水社 829.69 

英語の処方箋 「日本人英語」を変える 100のコツ  

ジェームス・M.バーダマン／著 筑摩書房 830.4/ﾊ 

ティータイムのロシア語 土岐 康子／著 白水社 880 

ニューエクスプレスプラス ウクライナ語 中澤 英彦／著 白水社 889.4 

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

物語は人生を救うのか 千野 帽子／著 筑摩書房 901.3 

ファンタジーを読む 『指輪物語』、『ハリー・ポッター』、そして 

ネオ・ファンタジーへ 井辻 朱美／著 青土社 909 

思い出の作家たち 谷崎・川端・三島・安部・司馬  

ドナルド・キーン／著 新潮社 910.26 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

もののふの国 天野 純希／著 中央公論新社 913.6/ｱﾏﾉ 

彼女たちの場合は 江國 香織／著 集英社 913.6/ｴｸﾆ 

あずかりやさん ３ 大山 淳子／著 ポプラ社 913.6/ｵｵﾔ 

美少年 岡本かの子アムール幻想傑作集 岡本 かの子／著 彩流社 913.6/ｵｶﾓ 

Re:Monster 暗黒大陸編２ 金斬 児狐／著 アルファポリス 913.6/ｶﾈｷ 

百花 川村 元気／著 文藝春秋 913.6/ｶﾜﾑ 

祭り裏 島尾 ミホ／著 幻戯書房 913.6/ｼﾏｵ 

魔法を召し上がれ 瀬名 秀明／著 講談社 913.6/ｾﾅ 

めぐり逢いサンドイッチ 谷 瑞恵／著 KADOKAWA 913.6/ﾀﾆ 

オバペディア 田丸 雅智／著 潮出版社 913.6/ﾀﾏﾙ 

玄宗皇帝 塚本 青史／著 潮出版社 913.6/ﾂｶﾓ 

悪の五輪 月村 了衛／著 講談社 913.6/ﾂｷﾑ 

水辺のブッダ ドリアン助川／著 小学館 913.6/ﾄﾘｱ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

夢見る帝国図書館 中島 京子／著 文藝春秋 913.6/ﾅｶｼ 

椿宿の辺りに 梨木 香歩／著 朝日新聞出版 913.6/ﾅｼｷ 

スーパー北斗殺人事件 西村 京太郎／著 双葉社 913.6/ﾆｼﾑ 

火神子 天孫に抗いし者 森山 光太郎／著 朝日新聞出版 913.6/ﾓﾘﾔ 

蒼色の大地 薬丸 岳／著 中央公論新社 913.6/ﾔｸﾏ 

泥の中を泳げ。 テレビマン佐藤玄一郎 吉川 圭三／著 駒草出版 913.6/ﾖｼｶ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

女と男の絶妙な話。 伊集院 静／著 文藝春秋 914.6/ｲｼﾕ 

市原悦子ことばの宝物 市原 悦子／著 主婦の友社 914.6/ｲﾁﾊ 

孤独という道づれ 岸 惠子／著 幻冬舎 914.6/ｷｼ 

ざんねんな食べ物事典 東海林 さだお／著 文藝春秋 914.6/ｼﾖｳ 

定年からの男メシの作法 東海林 さだお／著 SBクリエイティブ 914.6/ｼﾖｳ 

介護の流儀 人生の大仕事をやりきるために  

曾野 綾子／著 河出書房新社 914.6/ｿﾉ 

中川李枝子 本と子どもが教えてくれたこと  

中川 李枝子／著 平凡社 914.6/ﾅｶｶ 

ショーケン最終章 萩原 健一／著 講談社 914.6/ﾊｷﾜ 

半藤一利 橋をつくる人 半藤 一利／著 平凡社 914.6/ﾊﾝﾄ 

失われた美風 藤原 正彦／著 新潮社 914.6/ﾌｼﾜ 

孤独の意味も、女であることの味わいも 三浦 瑠麗／著 新潮社 914.6/ﾐｳﾗ 

本当の翻訳の話をしよう 

村上 春樹／著 スイッチ・パブリッシング 914.6/ﾑﾗｶ 

お母さんは、だいじょうぶ 認知症と母と私の 20年  

楠 章子／文 毎日新聞出版 916/ｸｽﾉ 

女たちのアンダーグラウンド 戦後横浜の光と闇  

山崎 洋子／著 亜紀書房 916/ﾔﾏｻ 
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９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

於于野譚 続 柳 夢寅／著 作品社 929.1/ﾕ 

路地裏の子供たち スチュアート・ダイベック／著 白水社 933/ﾀ 

図書館司書と不死の猫 リン・トラス／著 東京創元社 933/ﾄ 

沈黙する教室 1956年東ドイツ-自由のために国境を越えた高校生たちの真実の物

語 ディートリッヒ・ガルスカ／著 アルファベータブックス 944/ｶ 

現代「液状化社会」を俯瞰する <狂気の知者>の饗宴への誘い 

 ウンベルト・エコ／著 而立書房 974/ｴ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

百万石の賭け 剣客大名柳生俊平 12 麻倉 一矢／著 二見書房 BN/ｱｻ 

落暉の兆 無茶の勘兵衛日月録 20 浅黄 斑／著 二見書房 BN/ｱｻ 

弥栄の烏 八咫烏シリーズ 6 阿部 智里／著 文藝春秋 BN/ｱﾍ 

日雇い浪人生活録 ７ 上田 秀人／著 角川春樹事務所 BN/ｳｴ 

精霊の木 上橋 菜穂子／著 新潮社 BN/ｳｴ 

七つの魔剣が支配する ３ 宇野 朴人／著 KADOKAWA BN/ｳﾉ 

ニューヨークの魔法は終わらない 岡田 光世／著 文藝春秋 BN/ｵｶ 

大仕掛け悪党狩り 如何様大名 沖田 正午／著 二見書房 BN/ｵｷ 

祐介・字慰 尾崎 世界観／著 文藝春秋 BN/ｵｻ 

俠客 ５ 門田 泰明／著 徳間書店 BN/ｶﾄ 

付添い屋・六平太 １２ 金子 成人／著 小学館 BN/ｶﾈ 

継母の連れ子が元カノだった ２ 紙城 境介／著 KADOKAWA BN/ｶﾐ 

水晶宮の影 グイン・サーガ 145 五代 ゆう／著 早川書房 BN/ｸｲ 

肝っ玉千都丸 廻船料理なには屋 4 倉阪 鬼一郎／著 徳間書店 BN/ｸﾗ 

悪魔の孤独と水銀糖の少女 ２ 紅玉 いづき／著 KADOKAWA BN/ｺｳ 

親父の十手を受けついで 親子十手捕物帳 1 

小杉 健治／著 角川春樹事務所 BN/ｺｽ 

雨降ノ山 居眠り磐音 6   決定版 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

狐火ノ杜 居眠り磐音 7   決定版 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

十手長屋物語 ３ 坂岡 真／著 角川春樹事務所 BN/ｻｶ 

真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、 

辺境でスローライフすることにしました ４ ざっぽん／著 KADOKAWA BN/ｻﾂ 

びいどろ金魚 江戸菓子舗照月堂 5 篠 綾子／著 角川春樹事務所 BN/ｼﾉ 

魔王学院の不適合者 ４下  

史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う 秋／著 KADOKAWA BN/ｼﾕ 

突きの鬼一 ３ 鈴木 英治／著 小学館 BN/ｽｽ 

デッドヒート 中 須藤 靖貴／著 角川春樹事務所 BN/ｽﾄ 

響け！ユーフォニアム 北宇治高校吹奏楽部、決意の最終楽章 前編  

武田 綾乃／著 宝島社 BN/ﾀｹ 

秘剣の名医 ３ 吉原裏典医沢村伊織 永井 義男／著 コスミック出版 BN/ﾅｶ 

好感度１２０%の北条さんは俺のためなら何でもしてくれるんだよな… ２  

本田 セカイ／著 KADOKAWA BN/ﾎﾝ 

夢をかなえるゾウ ３ 水野 敬也／著 飛鳥新社 BN/ﾐｽ 

都立水商１年 A組 室積 光／著 小学館 BN/ﾑﾛ 

万之助無勝手剣 上・下 山手 樹一郎／著 コスミック出版 BN/ﾔﾏ 

栄花物語 山本 周五郎／著 新潮社 BN/ﾔﾏ 

奥様はクレイジーフルーツ 柚木 麻子／著 文藝春秋 BN/ﾕｽ 

人でなしの恋 布引左内影御用 2 和久田 正明／著 角川春樹事務所 BN/ﾜｸ 

パリ警視庁迷宮捜査班 ソフィー・エナフ／著 早川書房 B/ｴﾅ 

イスラム最終戦争 １・２ マーク・グリーニー／著 新潮社 B/ｸﾘ 

シェリ コレット／著 光文社 B/ｺﾚ 

星の王子さま サン＝テグジュペリ／著 文藝春秋 B/ｻﾝ 

千霊一霊物語 アレクサンドル・デュマ／著 光文社 B/ﾃﾕ 

宇宙の炎の道 宇宙英雄ローダン・シリーズ 592  

デトレフ・G.ヴィンター／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

 

Ｔ 暮らし                                                

悦な収納のすすめ 片付けがよろこびに変わる  

本多 さおり／著 主婦の友社 T0 



21 

 

◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

おしゃれっていいもの 大橋 利枝子／著 文化学園文化出版局 T0 

グレイヘアと生きる 近藤 サト／著 SBクリエイティブ T0 

心、お金、時間の巡りがよくなる「暮らしのサイクル」の作り方 

 井田 典子／著 KADOKAWA T0 

メンズファッション完全ガイド 2019 晋遊舎 T0 

月居良子のシャツ&ブラウス 身頃 1パターンで 25デザイン 

 月居 良子／著 主婦と生活社 T11 

きものが着たくなったなら 山崎 陽子／著 技術評論社 T12 

リカちゃん手編みのニットスタイル   

オールシーズン着回せる、手編みのニットアイテム 40点 ブティック社 T19 

果実 細川 亜衣／著 リトルモア T41 

農家ごはんと旬野菜レシピ エダモンが畑からお届け！  

枝元 なほみ／著 家の光協会 T41 

まいにち冷奴 おかずにも、つまみにも。 小林 まさみ／著 成美堂出版 T41 

おとなのごはんと一緒に作れる子どものお弁当  

阪下 千恵／著 日東書院本社 T42 

今年こそ、梅しごと 梅干し、梅ジャム、梅酒、梅シロップほかはじめてでも 

おいしい手づくり 杵島 直美／著 河出書房新社 T43 

わが家のおいしい梅干し・梅シロップ・梅酒のレシピ  

柳澤 由梨／著 成美堂出版 T43 

おうちで作る PALETAS フローズン・フルーツバー  

PALETAS／著 河出書房新社 T46 

子どもと一緒にアイシングクッキー 新井 知加子／著 日東書院本社 T46 

とっておき手づくり果実酒 大和 富美子／著 創森社 T47 

３０年後に絶対後悔しない中古マンションの選び方  

2019ー2020年版 秋津 智幸／監修 河出書房新社 T5 

１０年後に絶対後悔しない中古一戸建ての選び方  

2019ー2020年版 小口 悦央／監修 河出書房新社 T5 
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

草取りにワザあり！ 庭・畑・空き地、場所に応じて楽しく雑草管理  

西尾 剛／著 誠文堂新光社 T6 

コップひとつからはじめる自給自足の野菜づくり百科  

楽しい自給自足の本 はた あきひろ／文・イラスト 内外出版社 T6 

植物の病気と害虫防ぎ方・なおし方 新しい適用の薬と防除法がわかる！  

草間 祐輔／著 主婦の友社 T6 

ブロメリア 美しいブロメリアの世界 友野 京／監修・執筆 笠倉出版社 T6 

天才脳をつくる０・１・２歳教育 脳科学・久保田メソッド  

久保田 競／著 大和書房 T8 

男の子ママの言葉かけ便利帳 あー、また言っちゃったがなくなる  

小崎 恭弘／著 総合法令出版 T9 

「学力日本一！」秋田県東成瀬村のすごい学習法  

主婦の友社／編 主婦の友社 T9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- 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 
 
『WHAT IS SAPEUR?  

貧しくも世界一エレガントなコンゴの男たち』 

影嶋 裕一／著 祥伝社 
 

初めてこの本を知った時の衝撃は大きかった。「なんだこのかっこいい人たち

は？！」サプールとは「おしゃれで優雅な紳士たち」という意味だそうだ。①上質

な服をエレガントに着こなす。②色のハーモニーを奏でる。③軍靴を履く代わりに

平和のステップを刻む。④気取って歩き人を魅了する。⑤他人を認め、尊重し、敬

意を払う。⑥個性を大事に誇り高く生きる。というルールがあるらしい。コンゴ共

和国という国で、清潔＝健康＝ファッショナブルになれるというその誇りがあるか

ら家族も憧れ、代々継がれていく文化。カラフルなスーツ！！だが基本は 3色で抑

えるらしく、その着こなしはスタイリッシュだ。お洒落に迫力があるのだ。その信

念にも脱帽。ただ着飾っているだけではない。とにかく読んでみてほしい。給料を

ためてじっくり 1着を選び、自分なりのスタイルでキメる。ファストファッション

ばっかり着ている自分、ダメじゃんと小さくなったりして。いや、でもそれはそ

れ、これはこれ。世界にはまだまだ自分の知らない文化があって、多様な生き方が

あるのだと痛感する。アフリカに行くのは難しいけれど、この本で遠い異国に想い

を馳せることはできる。 （Ｗ）                                      

   

 

 

 

  

 

7月のおはなし会 ★は夏休み特別企画です 
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。 

https://2.bp.blogspot.com/-9jvX10GawLA/WCqrsnSMyVI/AAAAAAAA_tk/n6NxjwwAb9guxejUPQzGTgdlziDz73wjwCLcB/s800/fashion_sapeur.png
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曜日 時間 駐車場 住所 7 月 8 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 

  

1 日 

 

15 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 

 

  

2 日 

 

16 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 

14 日 

28 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

11 日   

 

25 日 

8 日   

 

22 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 

9 日 

 

23 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 7月・8月巡回日程 


