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今月のひろば 

 

P.2  各館で「平和」展示を行っています 

P.5   はじまりの読書会 参加者募集 

P.6  図書館に入った新しい本 

P.19 図書館員の本箱 

     8 月のおはなし会 

  P.20 移動図書館ひまわり号巡回日程 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２０１９年 ８月 №240 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

８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） 
5 日 19 日 26 日    

市政図書室（日曜日・祝日） 4 日 11 日 12 日 18 日 25 日  

 

８月１２日（月）祝日は開館します！ 

（市政図書室を除く） 
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各館で「平和」展示を行っています 

テーマ「戦争と家族の暮らし」 中央図書館 

 

『絵で読む大日本帝国の子どもたち』 

久保井規夫／著 柘植書房新社 2006年 217.5 

豊富なカラー図版で、戦争一色となった当時の日本人の生活環境がよくわか

る。どの絵を見てもむしろ美しい色合いで、家庭や子どもを巧みに戦争へ誘って

いるようだ。 

 

『弟の戦争』 

ロバート・ウェストール／作 原田勝／訳 徳間書店 1995年 C3ウ 

ぼくの弟、愛称フィギスは夢見がちな少年だが、12歳になると、夢の中でイラ

クの少年兵ラティーフとなって苦しい戦争の日々を体験したのだった。 

 

『戦争とくらしの事典』   

ポプラ社 2008年 児 390 

子ども向けの事典。戦争にまつわる言葉を 50 音順に並べて編集されている。

どのページを見ても絵や写真が興味深い。 

 

『世界の紛争と領土問題  領土を考える 3』 

 かもがわ出版 2013年 児 320 

世界の各所で続いている領土をめぐる対立問題を紹介している。民族、歴史、経

済資源など対立には理由があり、経緯がある。複雑な国際事情に目を向ける 1冊。 

 

『冷戦史』 

ロバート・マクマン／著 平井和也／訳 勁草書房 2018年 319 

第 2 次世界大戦以降、アメリカとソ連の間で起きていた直接的な軍事衝突のな

い”戦争”。現代にも色濃くその影響を残す”冷戦”を、関連諸国にも目を向けつ

つ考察している。 

 

『「アラブの心臓』に何が起きているのか」   

青山弘之／編 横田貴之／ほか著 岩波書店 2014年 312.26 

エジプト、シリア、イラク、レバノン、ヨルダン、パレスチナの中東諸国の抱え

る混乱。その原因を、各国の実像から探っていく。 

テーマ「戦争のカタチ」 高幡図書館 
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『寸志』   

茨木のり子／著 花神社 1982年 911.5/ｲ 

自戒をこめて、茨木のり子さんの詩のタイトルからテーマをとりました。「他の

もの」の声を「聴く」ことが平和につながっていくと思うのです。 

 

『プリズン・ブック・クラブ』   

アン・ウォームズリー／著 向井和美／訳 紀伊國屋書店 2016年 934/ｳ 

刑務所で開かれる読書会を取材したノンフィクションです。受刑者たちは読書

会の楽しみを知り、胸の内を少しずつ語りだし、他者の考えに耳を傾けていきま

す。 

 

『世界の民族衣装図鑑』   

文化学園服飾博物館／編著  ラトルズ 2019年 383.1  

文化は異なるけれど、同じ地球上で日々を送る人たちのかけがえのない暮らし

を民族衣装から想像してみたい。 

テーマ「聴く力」 日野図書館 

テーマ「人の権利、共存する社会」 多摩平図書館 

 

『「学校」が教えてくれたこと』  

山田洋次/著 PHP研究所 2000年 914.6/ﾔ 

 夜間中学を知っていますか？様々な事情で学校に通えなかった人たちが集ま

り、学校生活を送る場所。人の幸せとは何か、それを探すために、という言葉が重

く響きます。 

 

『GO』 

金城一紀/著 角川書店 2007年 913.6/ｶﾈｼ 

ある男子高校生の恋愛の話。在日コリアンの杉原は、朝鮮学校ではなく日本の学

校を選んだ。出自、民族、隷属、絡み合う不条理をときに重く、ときに軽やかに問

う作品。 

 

『さいごの色街 飛田』   

井上理津子／著 筑摩書房 2011年 384.9 

日本にも本格的なドヤ街があり、いまだ機能している遊郭がある。その事実をま

っすぐに、1人 1人の人間のストーリーとして捉え、提示するルポ。 
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『命に国境はない』    

高遠菜穂子／著 岩波書店 2019年 319.8 

 著者は、イラク戦争以後 15年にわたり現地で人道支援活動を続けている。人質

として拘束されたことで日本でバッシングも受けた。自らの体験をもとに、戦争の

リアルな実態を伝える。ブックレットなので、読みやすい。若い人にもぜひよんで

ほしい本。 

 

『13歳の関東軍兵士』  

山岸重治/著 川辺書林 2012年 217.5 

戦争前夜の石油不足の日本の現状や、家族で満州に移住した著者が陸軍に入隊

し、過酷な戦争に巻き込まれていく過程をリアルに描いた 13才の少年の記録。 

 

『いのりの石 ヒロシマ・平和へのいのり』   

こやま峰子/文 塚本やすし／絵 フレーベル館 2015年 児 390 

1945年 8月 6日午前 8時 15分、広島に原爆が落とされました。爆心地からわず

か 200メートルと離れていない広島電鉄の敷石（わたし）が、原爆の体験を語りま

す。 
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テーマ「戦争を忘れない」 平山図書館 

 

『平和を作った世界の 20人』   

ケン・ベラー／著 ヘザー・チェイス／著 作間和子／訳 淺川和也／訳 岩

政伸治／訳 平塚博子／訳 岩波書店 2009年 児 310  

 独自な方法により平和を築いた人々の残した言葉とその生き方。人が重要な社

会変革を起こすときの、忍耐と情熱を感じてほしい 1冊。 

 

『マララさんこんにちは』   

ローズマリー・マカーニー／文 西田佳子／訳 西村書店 2014年 児 310  

「すべての女の子には教育を受ける権利がある」と発言していたマララさん。 

イスラム過激派武装集団タリバンに撃たれても屈しない強さと信念に心からの

賞賛と共感を送りたい。写真と簡潔な文章が胸を打つ。 

 

『もうひとつのノーベル平和賞 平和を紡ぐ 1000人の女性たち』   

金曜日 2008年 319.8 

あなたはご存知ですか？2005年、ノーベル平和賞に 1000人の女性がノミネート

されていたことを。それぞれの想いを抱き、世界各地で平和を築くために闘う彼女

達の活動を綴った１冊です。 

テーマ「平和を築く人々」 百草図書館 
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日野市立図書館 連続講座（全５回） 

はじまりの読書会 
テーマに合わせたさまざまな作品を取り上げ、感想を語り合います。 

ひとりでは気づかなかった魅力に気づき、作品をこえて興味が広がる読書会。 

今回は「お仕事小説」をテーマに、５作品を取り上げました。 

初めて読書会に参加される方に合わせた講座になっています。 

作品を事前に読んでご参加ください。 

第１回 9/27（金） 「鉄道員
ぽ っ ぽ や

」   浅田次郎/著 
第２回 10/18（金） 「神去なあなあ日常」 三浦しをん/著 

第３回 11/15（金） 「羊と鋼の森」  宮下奈都/著 

第４回  1/17（金） 「博士の愛した数式」 小川洋子/著 
第５回 2/21（金） 「二十四の瞳」  壺井栄/著 

◆講座詳細◆ 

 時間  いずれも午後２時～３時３０分 

 会場  高幡図書館 読書会室 

 講師  青
あお

木
き

笙
しょう

子
こ

氏 

 定員  15名 

     ※申し込み多数の場合は抽選 

 参加費 無料 

 対象  ・日野市内在住、在勤、在学の方 

     ・原則、全５回参加できる方 

 

 

  

 

◆申し込み方法◆ 

 8/16（金）～8/25（日） 

 中央図書館に電話または来館 

 

■申し込み・問い合わせ先 

   日野市立中央図書館 

   ☎ 042-586-0584 

◆講師プロフィール◆ 

 青
あお

木
き

笙
しょう

子
こ

氏 

  元公立中学校講師であり、 

現在は読書ナビゲーターとして活躍。 

  参加者の雰囲気に合わせて自在に読書会を 

盛り上げる講義に定評がある。 

 

 



6 

 

図書館に入った 新 し い 本 
5月 24日から 6月 25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                                       

ベーシック司書講座・図書館の基礎と展望 １  

二村 健／シリーズ監修 学文社 010 

ベストセラー全史 現代篇 澤村 修治／著 筑摩書房 023.1 

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

井筒俊彦英文著作翻訳コレクション ７ 上・下  

井筒 俊彦／著 慶應義塾大学出版会 120 

世界一不思議な錯視アート 北岡 明佳／著 カンゼン 145.5 

「運がいい人」になるための小さな習慣 世界の成功者が実践するたった 1分のル

ール サチン・チョードリー／著 アスコム 159 

先輩に可愛がられ、同僚に疎まれず、後輩に慕われる女子になる  

職場で幸せになる 45のコツ 関下 昌代／著 中央公論新社 159 

泰山 中国人の信仰 E.シャヴァンヌ／著 平凡社 163.1 

漢字で読み解く日本の神様 山口 謠司／著 CCCメディアハウス 172 

全国御朱印大事典 日本の神社仏閣研究会／著 宝島社 175.9 

御朱印でめぐる東京のお寺  

『地球の歩き方』編集室／著 ダイヤモンド・ビッグ社 185.9 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

０から学ぶ「日本史」講義 中世篇 出口 治明／著 文藝春秋 210 

令和改元の舞台裏 毎日新聞「代替わり」取材班／著 毎日新聞出版 210.2 

日本人はなぜ「頼む」のか 結びあいの日本史  

白川部 達夫／著 筑摩書房 210.4/ｼ 

発掘された日本列島 2019 新発見考古速報 文化庁／編 共同通信社 212 

沖縄戦を知る事典 非体験世代が語り継ぐ 吉浜 忍／編 吉川弘文館 217.5 

人事の三国志 変革期の人脈・人材登用・立身出世  

渡邉 義浩／著 朝日新聞出版 222 
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

ヴェルサイユ宮殿 39の伝説とその真実  

ジャン＝フランソワ・ソルノン／著 原書房 235 

地中海の十字路＝シチリアの歴史 藤澤 房俊／著 講談社 237 

藤原彰子 服藤 早苗／著 吉川弘文館 281/ﾌ 

消えたお妃候補たちはいま 「均等法」第一世代の女性たちは 

幸せになったのか 小田桐 誠／著 ベストセラーズ 288.4 

アードルフ・ヒトラー：独裁者の人生行路  

トーマス・ザントキューラー／著 現代書館 289.8/ﾋ 

世界の秘密都市 ビジュアルストーリー ジュリアン・ビークロフト／著  

日経ナショナルジオグラフィック社 290.9 

観光列車旅百科 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 291 

フルーツパトロール 伊藤 まさこ／著 マガジンハウス 291 

東京懐かし写真帖 秋山 武雄／著 中央公論新社 291.36 

京都のいいとこ。 本当に訪ねたい店・人・景色  

大橋 知沙／著 朝日新聞出版 291.62 

地図で楽しむすごい広島 都道府県研究会／著 洋泉社 291.76 

MRT と鉄道に乗って週末台湾旅 ２泊３日でここまで楽しい！ 

 山田 やすよ／文 エクスナレッジ 292.24 

旅するパリより住みたいパリ パリの魅力と住み方を紹介します 

 今井 干美／著 ごま書房新社 293.5 

いろはに北欧 わたしに“ちょうどいい”旅の作り方  

森 百合子／著 ダイヤモンド・ビッグ社 293.8 

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

ロシアを知る。 池上 彰／著 東京堂出版 302.38 

ボスニア・ヘルツェゴヴィナを知るための６０章  

柴 宜弘／編著 明石書店 302.39 

偽装、捏造、安倍晋三 新・佐高信の筆刀両断 佐高 信／著 作品社 304/ｻ 

ハンナ・アーレント 屹立する思考の全貌 森分 大輔／著 筑摩書房 311.23 

新全体主義の思想史 コロンビア大学現代中国講義  

張 博樹／著 白水社 311.22 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

デモクラシーの宿命 歴史に何を学ぶのか  

猪木 武徳／著 中央公論新社 311.7 

ゴルバチョフ 上 その人生と時代  

ウィリアム・トーブマン／著 白水社 312.38 

「安倍晋三」大研究 望月衣塑子&特別取材班／著 ベストセラーズ 312.8/ｱ 

自民党 価値とリスクのマトリクス 中島 岳志／著 スタンド・ブックス 315.1 

新たなマイノリティの誕生 声を奪われた白人労働者たち  

ジャスティン・ゲスト／著 弘文堂 316.3 

絶対に人に見せてはいけない日野市の職員手帳  

日野の魅力発見職員プロジェクトチーム／著 東邦出版 318.2 

自治体行政マンが見た欧州コンパクトシティの挑戦 人口減少時代のまちづく

り・総合計画・地方版総合戦略のために 一條 義治／著 第一法規 318.93 

なぜ中国は日本に憧れ続けているのか 石 平／著 SBクリエイティブ 319.1 

北朝鮮外交秘録 三階書記室の暗号 太 永浩／著 文藝春秋 319.21 

チケット不正転売禁止法がよくわかる Q&A 山下 貴司／著 第一法規 325.3 

原発に挑んだ裁判官 磯村 健太郎／著 朝日新聞出版 327 

河合雅司の未来の透視図 目前に迫るクライシス 2040  

河合 雅司／著 ビジネス社 334.31 

地図とデータで見る移民の世界ハンドブック  

カトリーヌ・ヴィトール・ド・ヴァンダン／著 原書房 334.4 

日本経営哲学史 特殊性と普遍性の統合 林 廣茂／著 筑摩書房 335.1 

1冊で分かる！ESG/SDGs入門 大森 充／著 中央公論新社 336 

与信管理入門 実務に活かせる 55のポイント  

大川 治／著 金融財政事情研究会 336.8 

会社設立 3年目までの税金の本 社長、強い会社を作るには 

はじめが肝心です！ 冨田 健太郎／著 自由国民社 336.9 

証券・保険業界で働く 生島 典子／著 ぺりかん社 338.1 

中央銀行の罪 市場を操るペテンの内幕 ノミ・プリンス／著 早川書房 338.4 

地域をまわって考えたこと 小熊 英二／著 東京書籍 361.4 

武器としての世論調査 社会をとらえ、未来を変える  

三春 充希／著 筑摩書房 361.4 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

決断 会社辞めるか辞めないか 成毛 眞／著 中央公論新社 366.2 

最新最強のエントリーシート・自己 PR・志望動機 '21年版  

成美堂出版編集部／編著 成美堂出版 366.2 

最新最強の履歴書・職務経歴書 '21年版  

矢島 雅己／監修 成美堂出版 366.2 

オジサンはなぜカン違いするのか 香山 リカ／著 廣済堂出版 367 

日本婚活思想史序説 戦後日本の「幸せになりたい」  

佐藤 信／著 東洋経済新報社 367.4 

「うんこ」が無理なく出る介護 その介護は人を大切にしていますか？  

浅野 洋藏／著 法研 367.9 

図解わかる定年前後の手続きのすべて 2019-2020年版  

中尾 幸村／著 新星出版社 367.9 

障害者総合支援法がよーくわかる本  

福祉行政法令研究会／著 秀和システム 369.2 

わたしが障害者じゃなくなる日  

難病で動けなくてもふつうに生きられる世の中のつくりかた 

 海老原 宏美／著 旬報社 369.2 

どうしたらいいかわからない君のための人生の歩きかた図鑑  

石井 光太／著 日本実業出版社 371.4 

キャリア教育フォービギナーズ  

「お花畑系キャリア教育」は言われるほど多いか？  

藤田 晃之／著 実業之日本社 375.6 

折り紙で作る千金美穂キャラクターワールド！  

一年じゅう、園を飾れる！ いしばし なおこ／著 世界文化社 376.1 

獣医学部 中高生のための学部選びガイド 斉藤 智／著 ぺりかん社 376.8 

子どもの発達が気になったらはじめに読む発達心理・発達相談の本  

加藤 弘通／著 ナツメ社 378 

大前研一稼ぐ力をつける「リカレント教育」  

誰にも頼れない時代に就職してから学び直すべき 4つの力  

大前 研一／著 プレジデント社 379 

死とエロスの旅 壇 蜜／著 集英社 382.25 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

マリー・アントワネットは何を食べていたのか ヴェルサイユの食卓と生活  

ピエール＝イヴ・ボルペール／著 原書房 383.8 

サウジアラビア、オアシスに生きる女性たちの５０年  

「みられる私」より「みる私」  

縄田 浩志／編 片倉もとこ記念沙漠文化財団 384.6 

日本の民俗信仰を知るための３０章 八木 透／著 淡交社 387 

世界のシンデレラ かわたまさなおコレクション  

川田 雅直／著 PHPエディターズ・グループ 388 

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

最強に面白い！！統計 ニュートンプレス 417 

138億年宇宙の旅 上・下 クリストフ・ガルファール／著 早川書房 443.9 

生命の歴史は繰り返すのか？ 進化の偶然と必然のナゾに実験で挑む  

ジョナサン・B.ロソス／著 化学同人 467.5 

池の水ぜんぶ“は”抜くな！ 外来種はみんなワルモノなのか 

 池田 清彦／監修 つり人社 468 

7つの人類化石の物語 古人類界のスターが生まれるまで 

 リディア・パイン／著 白揚社 469.2 

中村元の全国水族館ガイド１２５ 全館訪問取材  

中村 元／写真・著 講談社ビーシー 480.7 

身近な生き物オス・メス「見分け方」事典 木村 悦子／執筆 ベレ出版 481.3 

糸を出すすごい虫たち 大崎 茂芳／著 筑摩書房 486 

街・野山・水辺で見かける野鳥図鑑 柴田 佳秀／著 日本文芸社 488 

人を襲うハチ 4482件の事例からの報告 小川原 辰雄／著 山と溪谷社 486.7 

わたしは哺乳類です 母乳から知能まで、進化の鍵はなにか 

 リアム・ドリュー／著 インターシフト 489 

動物園は進化する ゾウの飼育係が考えたこと  

川口 幸男／著 筑摩書房 489.7 

安楽死を遂げた日本人 宮下 洋一／著 小学館 490.15 

あなたが生まれてくるまでの話 胎児の科学  

カタリーナ・ヴェストレ／著 河出書房新社 491.35 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

完全図解糖尿病のすべて 血糖値を下げるおいしいレシピ 110 

 片山 隆司／監修 主婦の友社 493.12 

完全図解心臓病のすべて 心臓を守るおいしいレシピ 63  

中村 正人／監修 主婦の友社 493.23 

「心の病気」がきちんとわかる本 症状・対処法・受診  

齋藤 英二／監修 西東社 493.72 

認知症生還者(サバイバー)の証言  

アルツハイマー型認知症と診断されてから改善するまで  

白澤 卓二／著 すばる舎 493.75 

サイコパスの手帖 春日 武彦／著 洋泉社 493.76 

子どもと親のためのワクチン読本 知っておきたい予防接種 

 母里 啓子／著 双葉社 493.93 

女性のためのおしり読本 痔のセルフケアから治療まで  

岩垂 純一／著 時事通信出版局 494.65 

強皮症のすべてがわかる本 発症から検査、治療、サポート体制まで  

尹 浩信／編著 保健同人社 494.8 

医師法 逐条解説と判例・通達 平沼 直人／著 民事法研究会 498.12 

本当のたばこの話をしよう 毒なのか薬なのか  

片野田 耕太／著 日本評論社 498.32 

働くみんなの 1分すぐ楽ヨガ いつでもどこでも瞬間リフレッシュ！  

京乃 ともみ／著 学研プラス 498.34 

一生役立つきちんとわかる栄養学 マンガで図解で見てわかる 

 飯田 薫子／監修 西東社 498.55 

やせる経済学 世界でいちばん経済合理的に体重を減らす方法 

 ロバート・バーネット／著 ダイヤモンド社 498.58 

くすりの事典 2020年版 病院からもらった薬がよくわかる 

 片山 志郎／監修 成美堂出版 499.1 

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

テクノロジー見るだけノート これからのビジネスマンに絶対必要な教養  

山形 浩生／監修 宝島社 504 
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◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 

看板建築 昭和の商店と暮らし 萩野 正和／監修 トゥーヴァージンズ 526.6 

データビジュアライゼーションの教科書 藤 俊久仁／著 秀和システム 548.3 

できる WordPress 本格ホームページが簡単に作れる本  

星野 邦敏／著 インプレス 548.3 

IT負債 基幹系システム「2025年の崖」を飛び越えろ  

室脇 慶彦／著 日経 BP 548.4 

Excel VBAで本当に大切なアイデアとテクニックだけ集めました。 

 大村 あつし／著 技術評論社 548.4 

今すぐ使えるかんたん Scratch はじめてのプログラミング 

 松下 孝太郎／共著 技術評論社 548.5 

たたら製鉄の歴史 角田 徳幸／著 吉川弘文館 564 

今飲むべき最高のクラフトビール 100 マーク・メリ／著  

シンコーミュージック・エンタテイメント 588.5 

日本発酵紀行 小倉 ヒラク／著 D&DEPARTMENT PROJECT 588.5 

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

世界で一番カンタンな投資とお金の話        生涯投資家 vs生涯漫画家  

村上 世彰／著 文藝春秋 676.5 

新幹線のすべて 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 686.21 

48歳からのスマホ入門 アンドロイド対応  

リブロワークス／著 インプレス 694 

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

原田マハの印象派物語 原田 マハ／著 新潮社 723 

もっと知りたい村山槐多 生涯と作品 村松 和明／著 東京美術 723.8/ﾑ 

キン肉マン「超人」 ゆでたまご／監修 学研プラス 726.1 

スヌーピーミュージアム展 ブルーシープ 726.1 

トラディショナルカリグラフィー入門 美しい文字がすぐに書ける！ 

 西村 弥生／著 コスミック出版 727.8 

まるごとわかる！撮り方ブック スポーツ編 「ミラーレス一眼」から「デジタル

一眼レフカメラ」 山崎 理佳／著 日東書院本社 743 
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

ホロヴィッツ・ピアノの秘密 調律師がピアノをプロデュースする 

 高木 裕／著 音楽之友社 763.2 

楽しく鍛えてみるみる若返る！声トレ 川島 由美／著 ナツメ社 767.1 

バレリーナのお手本で学ぶバレエ・レッスン 湯川 麻美子／指導 新書館 769 

キレッキレ股関節でパフォーマンスは上がる！高岡 英夫／著 カンゼン 780.7 

海外のいろんなマラソン走ってみた！ りんみゆき／著 彩図社 782.3 

サッカーの戦い方 ディフェンダーとの駆け引きに勝つオフ・ザ・ボール  

小井土 正亮／著 ベースボール・マガジン社 783.4 

証言イチロー 「孤高の天才」の素顔と生き様  

別冊宝島編集部／編 宝島社 783.7 

那須雪崩事故の真相 銀嶺の破断 阿部 幹雄／著 山と溪谷社 786.1 

名作で楽しむ上高地 大森 久雄／編 山と溪谷社 786.1 

将棋番組が 10倍楽しくなる本 将棋文化・歴史・専門用語がわかる！  

アライ コウ／著 ビジネス教育出版社 796 

 

８００ 語学                                                        

日本語「標準形(スタンダード)」の歴史 日本語の焦点  

野村 剛史／著 講談社 810.2 

ことばのトリセツ 黒川 伊保子／著 集英社インターナショナル 810.4/ｸ 

ことば事始め 池内 紀／著 亜紀書房 814 

「リサとガスパール」と一緒にひとことフランス語  

荒川 久美子／著 白水社 857.8 

基礎からレッスンはじめてのロシア語 イラストでパッと見てわかる！  

柚木 かおり／著 ナツメ社 880 

ゼロからスタートロシア語 文法編 だれにでもわかる文法と発音の基本ルール 

匹田 剛／監修 Jリサーチ出版 880 

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

芥川賞ぜんぶ読む 84年間 180作品 菊池 良／著 宝島社 910.26 

文豪たちの悪口本 彩図社文芸部／編 彩図社 910.26 

きみまろ「夫婦川柳」傑作選 ３ 綾小路 きみまろ／編 小学館 911.4 
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９１３．６ 日本の小説                                                                 

三姉妹探偵団 ２５ 赤川 次郎／著 講談社 913.6/ｱｶｶ 

ノーサイド・ゲーム 池井戸 潤／著 ダイヤモンド社 913.6/ｲｹｲ 

愛を知らない 一木 けい／著 ポプラ社 913.6/ｲﾁｷ 

コイコワレ 乾 ルカ／著 中央公論新社 913.6/ｲﾇｲ 

むらさきのスカートの女 今村 夏子／著 朝日新聞出版 913.6/ｲﾏﾑ 

アロワナを愛した容疑者 大倉 崇裕／著 講談社 913.6/ｵｵｸ 

車軸 小佐野 彈／著 集英社 913.6/ｵｻﾉ 

妻の死 加賀乙彦自選短編小説集 加賀 乙彦／著 幻戯書房 913.6/ｶｶ 

とむらい屋颯太 梶 よう子／著 徳間書店 913.6/ｶｼ 

炎天夢 今野 敏／著 角川春樹事務所 913.6/ｺﾝﾉ 

K２ 復活のソロ 笹本 稜平／著 祥伝社 913.6/ｻｻﾓ 

ぼくの鳥あげる 佐野 洋子／作 幻戯書房 913.6/ｻﾉ 

月人壮士(おとこ) 澤田 瞳子／著 中央公論新社 913.6/ｻﾜﾀ 

待ち遠しい 柴崎 友香／著 毎日新聞出版 913.6/ｼﾊｻ 

異世界居酒屋「のぶ」 ６杯目 蟬川 夏哉／著 宝島社 913.6/ｾﾐｶ 

１１９ 長岡 弘樹／著 文藝春秋 913.6/ﾅｶｵ 

暁天の星 葉室 麟／著 PHP研究所 913.6/ﾊﾑﾛ 

綾峰音楽堂殺人事件 藤谷 治／著 ポプラ社 913.6/ﾌｼﾀ 

じい様が行く ５ 『いのちだいじに』異世界ゆるり旅  

蛍石／著 アルファポリス 913.6/ﾎﾀﾙ 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

ゴーマニズム宣言 SPECIAL大東亜論 最終章  

小林 よしのり／著 小学館 914.6/ｺﾊﾔ 

寂聴先生、ありがとう。 秘書の私が先生のそばで学んだこと、 

感じたこと 瀬尾 まなほ／著 朝日新聞出版 914.6/ｾｵ 

100年人生七転び八転び 「知的試行錯誤」のすすめ  

外山 滋比古／著 さくら舎 914.6/ﾄﾔﾏ 

いくつになっても トシヨリ生活の愉しみ 中野 翠／著 文藝春秋 914.6/ﾅｶﾉ 

女はいつも四十雀 林 真理子／著 光文社 914.6/ﾊﾔｼ 

私のイラストレーション史 1960-1980 南 伸坊／著 亜紀書房 914.6/ﾐﾅﾐ 

B級キャスター 村尾 信尚／著 小学館 914.6/ﾑﾗｵ 
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９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

回復する人間 ハン ガン／著 白水社 929.1/ﾊ 

ある作家の夕刻 フィッツジェラルド後期作品集  

スコット・フィッツジェラルド／著 中央公論新社 933/ﾌ 

「ハイジ」が見たヨーロッパ 森田 安一／著 河出書房新社 940.2/ｼ 

刑罰 フェルディナント・フォン・シーラッハ／著 東京創元社 943/ｼ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

剣豪殿様堀田左京亮 ３ 麻倉 一矢／著 コスミック出版 BN/ｱｻ 

武士の流儀 １ 稲葉 稔／著 文藝春秋 BN/ｲﾅ 

戦国、夢のかなた 岡本 さとる／著 角川春樹事務所 BN/ｵｶ 

終末なにしてますか？異伝 リーリァ・アスプレイ  

枯野 瑛／著 KADOKAWA BN/ｶﾚ 

裏・町奉行闇仕置 ３ 倉阪 鬼一郎／著 コスミック出版 BN/ｸﾗ 

朔風ノ岸 居眠り磐音 8 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

遠霞ノ峠 居眠り磐音 9  佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

日の昇る国へ 新・古着屋総兵衛 18 佐伯 泰英／著 新潮社 BN/ｻｴ 

土葬症 ザ・グレイヴ 周木 律／著 実業之日本社 BN/ｼﾕ 

デッドヒート 下 須藤 靖貴／著 角川春樹事務所 BN/ｽﾄ 

酔い待ち草 天神小五郎人情剣 辻堂 魁／著 角川春樹事務所 BN/ﾂｼ 

鬼女と賊 剣客同心親子舟 5 鳥羽 亮／著 角川春樹事務所 BN/ﾄﾊ 

密命請負人影狼 中岡 潤一郎／著 コスミック出版 BN/ﾅｶ 

情夜 浅草機動捜査隊 10 鳴海 章／著 実業之日本社 BN/ﾅﾙ 

十津川警部捜査行 車窓に流れる殺意の風景  

西村 京太郎／著 実業之日本社 BN/ﾆｼ 

激昻 鹿取警部補 3 浜田 文人／著 角川春樹事務所 BN/ﾊﾏ 

ペット・ショップ・ストーリー 林 真理子／著 文藝春秋 BN/ﾊﾔ 

おとぼけ兵庫と姫将軍 聖 龍人／著 コスミック出版 BN/ﾋｼ 

上様の大英断 御庭番の二代目 10 氷月 葵／著 二見書房 BN/ﾋｽ 

菓子屋横丁月光荘 ２ ほしお さなえ／著 角川春樹事務所 BN/ﾎｼ 

天下御免の剣客大名 ２ 誉田 龍一／著 コスミック出版 BN/ﾎﾝ 

縁は異なもの 麴町常楽庵月並の記 2 松井 今朝子／著 文藝春秋 BN/ﾏﾂ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

首謀者 捜査魂 3 南 英男／著 実業之日本社 BN/ﾐﾅ 

京洛の森のアリス ３ 望月 麻衣／著 文藝春秋 BN/ﾓﾁ 

北風侍寒九郎 津軽宿命剣 森 詠／著 二見書房 BN/ﾓﾘ 

五瓣の椿 山本 周五郎／著 新潮社 BN/ﾔﾏ 

陰陽師 玉兎ノ巻 夢枕 獏／著 文藝春秋 BN/ﾕﾒ 

花ひいらぎの街角 紅雲町珈琲屋こよみ 6 吉永 南央／著 文藝春秋 BN/ﾖｼ 

天狗そば 料理人季蔵捕物控 37 和田 はつ子／著 角川春樹事務所 BN/ﾜﾀ 

短篇ベストコレクション 2019 現代の小説 日本文藝家協会／編 徳間書店 BN 

秘密結社の野望を阻止せよ！ 上・下  

クライブ・カッスラー／著 扶桑社 B/ｶﾂ 

死者の国 ジャン＝クリストフ・グランジェ／著 早川書房 B/ｸﾗ 

イスラム最終戦争 ３・４ マーク・グリーニー／著 新潮社 B/ｸﾘ 

シークレット・エージェント コンラッド／著 光文社 B/ｺﾝ 

訴訟王エジソンの標的 グレアム・ムーア／著 早川書房 B/ﾑｱ 

ローランドレ偵察隊 宇宙英雄ローダン・シリーズ 594  

H.G.エーヴェルス／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

 

Ｔ 暮らし                                                

５０歳からのおしゃれを探して 後藤 由紀子／著 KADOKAWA T0 

CHECK&STRIPE SEW HAPPY 作りたくなるハッピーなソーイングブック 

CHECK&STRIPE／[編] 世界文化社 T11 

手作りで楽しむ毎日エプロンおしゃれエプロン  

心地よい暮らしの提案 ブティック社 T11 

きもの番長おしゃれの A to Z 松田 恵美／著 祥伝社 T12 

はじめてでもきちんと作れるゆかた、甚平、作務衣  

子どものゆかたと甚平も 日本ヴォーグ社 T12 

はじめてのゆかた 絶対ひとりで着られる 主婦の友社／編 主婦の友社 T12 

ほっそり見える！素敵な大人の半幅帯  

オハラ リエコ／監修 世界文化社 T12 

樋口愉美子の動物刺繡 樋口 愉美子／著 文化学園文化出版局 T15 
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

やってみよう！楽しい手芸！エコクラフトの基礎 BOOK  

寺西 恵里子／著 日東書院本社 T19 

ラフィアのハンドワーク やさしい刺繡とかぎ針編みで  

蒔田 良美／著 文化学園文化出版局 T19 

ドッグマッサージ実践テクニック BOOK  

この一冊で基本から応用まで 山田 りこ／監修 メイツ出版 T3 

５つの味つけ黄金比 料理の味つけに“もう迷わない”  

笠原 将弘／著 学研プラス T41 

お豆腐屋さんのとうふレシピ 三之助 もぎ豆腐店／著 世界文化社 T41 

ひとりぶんのスパイスカレー 印度カリー子／著 山と溪谷社 T41 

俺の弁当。 柴 雄二／著 大和書房 T42 

簡単にはじめるぬか漬けの教科書 塩山 奈央／著 世界文化社 T43 

アイスクリーム&シャーベット 保存容器と電子レンジでできる 

 木村 幸子／著 主婦の友インフォス T46 

かんたんかわいいたのしいケーキポップス  

桔梗 有香子／著 日東書院本社 T46 

おくすり晩酌 ちょい足し薬膳でおいしく心と体をいたわる 

 大友 育美／著 ワニブックス T49 

かみやすい飲み込みやすい高齢者のやわらか食 132  

家庭で作れる 江頭 文江／著 学研プラス T49 

予約の取れない家政婦 makoの世界一かんたん！ 

糖質オフのやせるつくりおき mako／著 KADOKAWA T49 

これ一冊ではじめる！日曜大工 最新版 山田 芳照／著 ナツメ社 T5 

はじめてでもかんたん！おしゃれ！DIY家具&リフォーム  

ケイ・ライターズクラブ／編 西東社 T5 

里山食堂が教える果樹の収穫・保存・料理  

おいしいレシピ 368 西東社編集部／編 西東社 T6 

珍奇植物 ビザールプランツと生きる 藤原 連太郎／監修 日本文芸社 T6 

うちのしょうちゃん 目黒 雅也／絵文 皓星社 T8 

#育児衝撃画像 #笑える#癒される#謎の感動  

「#育児衝撃画像」制作委員会／編 飛鳥新社 T9 
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

子育てしない子育て 天才たちの共通項 小林 正観／共著 大和書房 T9 

世界７大教育法に学ぶ才能あふれる子の育て方最高の教科書 

正解のない時代を「たくましく生きる力」を育てる  

おおた としまさ／著 大和書房 T9 

 

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

新選組完全ガイド 斬！最強隊士ランキング！ 晋遊舎 SB5.6 

公務員のためのクレーム対応駆け込み寺 お悩み解決！  

関根 健夫／著 ぎょうせい SF5 

働き方改革時代の行政の業務改革戦略  

職員減、働き方改革に対応した AI、RPA、IoTなど進化する BPR！ 

小島 卓弥／編著 学陽書房 SG7 

まちを再生する公共デザイン インフラ・景観・地域戦略をつなぐ 

思考と実践 山口 敬太／編著 学芸出版社 SW1 

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

日本国勢図会 2019/20 日本がわかるデータブック  

矢野恒太記念会／編集 矢野恒太記念会 R351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

『東京職人【新版】』 

Beretta P-05/著  雷鳥社  2015.8 
 

先日、多摩織という伝統工芸を体験する機会に恵まれた。多摩織とは、八王子に

伝わる伝統工芸であり、経済産業省より国の伝統工芸品にも指定されている。製造

工程の機械化が進む一方で、手織りの技術は今もしっかりと守り受け継がれてい

る。「とんとん」と規則的に聞こえる機の音がなんとも心地よく、手織りの作業に

没頭していると、あっという間に時間が経ってしまった。 

東京都には、100年以上の歴史を持つこうした伝統工芸品が各地に残っている。

本書は、東京都指定伝統工芸品 40業種、それに携わる 49人の職人たちを取材し、

撮影した 1冊である。それぞれの伝統工芸品について日本語と英語で解説されてい

るのが特徴的だ。仕事場で撮影された写真を見ると、自らの作品に向かう職人たち

のまなざしはとても真剣で美しい。 

伝統工芸が魅せる“本物”の良さが、どうか途切れることなく守り受け継がれて

いきますように。＜Y＞ 

                   

   8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 
★14日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

22日（木） 10：30～ ― ― 

高幡図書館 
★7日（水） 

15：00～ 15：30～ 16：00～  

日野図書館 ★21日（水） ― ― 16：00～ 

多摩平図書館 
★8日（木） 10：30～ ― ― 

28日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

平山図書館 ★15日（木） 10：30～ ― ― 

百草図書館 23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 8 月 9 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 
 

1 日 

 

15 日 

  

5 日 

 

19 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 

 

2 日 

 

16 日 

 

  

6 日 

 

20 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） 

14 日

28 日 

11 日 

25 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

8 日   

 

22 日 

12 日   

 

26 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 

9 日 

 

23 日 

13 日 

 

27 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 8月・9月巡回日程 


