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２０１９年 9月 №241 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

９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 
 

 

 

 

中央図書館（太字は臨時休館） 2日 9日 16日 23日 30日   

高幡・日野・多摩平・平山

百草（月曜日） 
2日 9日 30日     

市政図書室（日曜日・祝日） 1日 8日 15日 16日 22日 23日 29日 

 

今月のひろば 

P.2  夏休みジュニアスタッフ 2019体験報告！ 

P.4  夏休み特別企画「みんなで工作しましょう！」を開催しました 

P.6  中央図書館が臨時休館します 

   Fresh!日野フォトエキシビジョン! 

P.7  図書館に入った新しい本 

P.23 図書館員の本箱 

   9月のおはなし会 

P.24 移動図書館ひまわり号巡回日程 
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夏休みジュニアスタッフ 201９体験報告！ 
  

「夏休みジュニアスタッフ」事業は１5 年目を迎えました！これまでは 

中学生のみ対象にしていましたが、今年は対象を「小学校５年生から中学校 3 年生」

に変更しました。中央、高幡、日野、多摩平、平山、百草の５館で計 13 名が各図書

館のスタッフとして活動してくれました。 

高幡、多摩平では、開館前の書架整理や、ブックポストに戻された本の返却処理な

どを体験してもらいました。 

中央、日野、平山、百草では、開館中のカウンターでの貸出・返却も体験してもら

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

本のならびを整える

「書架整理」中！ 

おかげさまで 

きれいになりました。 

（一瞬だけですが） 

本の返却作業。 

スタッフとして、 

しっかり取り組んで

くれました。 
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いつもは見ることのできない図書館の姿、いかがでしたか？普段利用するときと

はまた違う景色を見てもらえたのではないかと思います。 

参加してくださったみなさん、ありがとうございました！ 

感想をいくつかご紹介します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ずっとスタッフをやってみたかったので、どういう気持ち

か分かってよかったと思います。いつもふつうの顔で働い

ていて、「かんたんなのかな」と思っていたけど、やってみ

るとむずかしかった。でも、すっごく楽しかったです！ 

本を出したり本をさがしたりしました。本の返却などをし

ました。とっても楽しかったことは、本の返却です。理由

は、返却などをするのがあこがれで、やることができてと

ってもよかったです。 

私は本が大好きなので、夏休みジュニアスタッフを体験し

て色々なことを学びました。図書館でやることは朝から

色々なことをやるので少し大変でしたが、とっても楽しか

ったです。出来れば来年もやってみたいなと思いました。 

お疲れさまでした！ 

体験したことのないことをできて楽しかった。 

二日目では実際にお客さんを対応することができた。 

友達と作業することができた。来年は返された本を棚に置

いてみたい。色々な作業があって少し大変だったけれど楽

しかったので来年もやってみたいと思った。 

Scanning barcodes are quick and eazy so I like 

scanning them. But I found finding books very hard. 
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夏休み特別企画  

みんなで工作しましょう！ 
を開催しました 

 

図書館では、小さなお子さんに本に親しんでもらうため、また、保護者

の方とお子さんが本を通じて多くのコミュニケーションをはかるきっか

けとなるように、毎月「おはなし会」を開催しています。夏休みは多くの

お子さんに特別な思い出を作っていただきたく、工作など特別なプログラ

ムを行っています。 

 

★ 0・1・2歳向けには、絵本の読み聞かせや手遊びを一緒に楽しんだ後

に、おりがみで作った「封筒パペット」をおみやげにお渡ししました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 3～6歳向けには「紙コップのお散歩動物」を作りました。 

紙コップで好きな動物をつくってスーパーボールを仕込みます。 

後ろに引いて手を離すと、楽しい動きでお散歩します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ママと遊ぼう！ 

もっと難しい 

ものに挑戦！ 
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★ 小学生向けには「紙バネびっくり箱」を作りました。 

飛び出させるのが難しくて苦労しましたが、 

みんな一生懸命作ってくれました。 

「お父さんびっくりするかな？」と 

言いながら作っているご家族も 

何組かお見掛けして、職員も 

嬉しい気持ちにさせていただき 

ました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たくさん来ていただき、夏休みの楽しい思い出が出来ました。 

ご参加いただいた皆さんどうもありがとうございました。 

通常のおはなし会では絵本を読んだり本の紹介をしています。 

こちらもぜひお越しください！ 

 

 

 

  ☆工作はいずれも『身の回りのもので作る工作おもちゃ』 

（日東書院本社 2014 年）に作り方が載っています。 

みんな一生懸命です。 

うまく飛び出すかな？ 
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～中央図書館が臨時休館します～ 

中央図書館は、耐震補強工事のため、臨時休館いたしま

す。 

工事期間中は、南側駐車場を利用できません。図書館正

面、または西側駐車場をご利用ください。 

ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんが、ご協力をお願い申し上げます。 

 【臨時休館日】 

  ９月１６日（祝）、２３日（祝） 

１０月１４日（祝） 

【工事期間】 

   令和元年８月２６日から令和２年３月まで 

     ＊休館日も、ブックポストへの返却はできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】中央図書館 

電話 ０４２－５８６－０５８４ 

Fresh!日野フォトエキシビジョン！ 
明星大学の写真部が撮影した「第 22回ひの新選組まつり」の写真を 

日野図書館に展示します。書架の間をめぐりながらお楽しみください。 

【展示 期間】9 月 8 日（日）～9月 21日（土） 
10：00～19：00 
土・日・祝 ～17：00  
※9 月 9日（月）休館 

 

【会場・お問い合わせ】 

日野図書館 日野本町 7-5-14  

電話 042-584-0467 
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図書館に入った 新 し い 本 
6月 26日から 7月 24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                                       

何のための「教養」か 桑子 敏雄／著 筑摩書房 002  

超速読力 齋藤 孝／著 筑摩書房 019  

まなの本棚 芦田 愛菜／著 小学館 019  

回想の伊達得夫 中村 稔／著 青土社 023.1  

ベストセラー全史 近代篇 澤村 修治／著 筑摩書房 023.1  

まちがう人 まちがい大将・和田さんの迷言&迷事件集「Wadadas」 

 和田さん研究家・K／著 ダイヤモンド社 049  

異端者たちが時代をつくる 諦めばかりの現代社会を変えた 6つの勇気の物語 

松井 清人／著 プレジデント社 051 

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

「死」とは何か イェール大学で 23年連続の人気講義  

シェリー・ケーガン／著 文響社 114.2  

存在と時間 ６ ハイデガー／著 光文社 134.9  

ヒューマンエラーの心理学 一川 誠／著 筑摩書房 141.5  

「助けて」が言えない SOSを出さない人に支援者は何ができるか 

 松本 俊彦／編 日本評論社 146  

生きる どんなにひどい世界でも 茂木 健一郎／著 主婦と生活社 159  

老いる自分をゆるしてあげる。 上大岡 トメ／著 幻冬舎 159  

ニュータイプの時代 新時代を生き抜く 24の思考・行動様式 

 山口 周／著 ダイヤモンド社 159  

ハッタリの流儀 ソーシャル時代の新貨幣である「影響力」と 

「信用」を集める方法 堀江 貴文／著 幻冬舎 159  

不登校だった私が売れっ子 Web ライターになれた仕事術  

山口 恵理香／著 自由国民社 159  
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◆◆◆１００ 哲学・心理学・宗教（つづき）◆◆◆ 

ブッダが教える愉快な生き方 藤田 一照／著 NHK出版 180.4/ﾌ 

キリスト教と日本人 宣教史から信仰の本質を問う  

石川 明人／著 筑摩書房 190.21  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

覇権の世界史 陸のモンゴル・海のイギリス・空のアメリカ 

 宮崎 正勝／著 河出書房新社 209  

不平等ではなかった幕末の安政条約 関税障壁 20%を認めた 

アメリカ・ハリスの善意 鈴木 荘一／共著 勉誠出版 215.9  

日本の戦争 ３ 山田 朗／著 新日本出版社 216  

暴走する日本軍兵士 帝国を崩壊させた明治維新の「バグ」 

 ダニ・オルバフ／著 朝日新聞出版 216  

昭和史講義 戦前文化人篇 筒井 清忠／編 筑摩書房 217  

特攻隊の<故郷> 霞ケ浦・筑波山・北浦・鹿島灘  

伊藤 純郎／著 吉川弘文館 217.5  

なんにもなかった 戦中・戦後の暮しの記録 拾遺集戦後編  

暮しの手帖社 217.5  

銃弾とアヘン 「六四天安門」生と死の記憶 廖 亦武／著 白水社 222  

逆転のイギリス史 衰退しない国家 玉木 俊明／著 日本経済新聞出版社 233  

中国をつくった 12人の悪党たち 石 平／著 PHP研究所 282.2  

47都道府県・名字百科 森岡 浩／著 丸善出版 288.1  

曹操 奸雄に秘められた「時代の変革者」の実像  

三国志学会／監修 山川出版社 289.8/ｿ 

一度死んだ僕の、車いす世界一周 “No Rain No Rainbow” 

 三代 達也／著 光文社 290.9  

女性のための鉄道旅行入門 蜂谷 あす美／著 天夢人 291  

全国ローカル路線バスベストルート１００ 北海道から沖縄まで 

気になる&人気路線を全網羅！ 風来堂／編 実業之日本社 291  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

廃線探訪入門 鉄道の面影を探しに廃線スポットをめぐる旅へ 

 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 291  

幻島図鑑 不思議な島の物語 清水 浩史／著 河出書房新社 291  

東京凸凹散歩 荷風にならって  

大竹 昭子／文・写真・地図原案 亜紀書房 291.36  

ストリートアートで楽しむパリ バンクシーからル・ムーヴマンまで 

 ステファニー・ロンバール／著 DU BOOKS 293.5  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

チリを知るための 60章 細野 昭雄／編著 明石書店 302.66  

時代の正体 vol.３ 神奈川新聞「時代の正体」取材班／編 現代思潮新社 304  

「バカ」を一撃で倒すニッポンの大正解 高橋 洋一／著 ビジネス社 304/ﾀ 

日本共産党政権奪取の条件 適菜 収／著 ベストセラーズ 304/ﾃ 

隠された奴隷制 植村 邦彦／著 集英社 309  

昭和政争 １ 中村 慶一郎／著 講談社 312.1  

ドキュメント「令和」制定 日本テレビ政治部／著 中央公論新社 312.1  

ゴルバチョフ 下 その人生と時代 ウィリアム・トーブマン／著 白水社 312.38  

「差別はいけない」とみんないうけれど。 綿野 恵太／著 平凡社 316.1  

部落差別解消推進法を学ぶ 奥田 均／著 解放出版社 316.3  

ジハードと死 オリヴィエ・ロワ／著 新評論 316.4  

ユダヤ人を命がけで救った人びと ホロコーストの恐怖に負けなかった勇気  

キャロル・リトナー／編 河出書房新社 316.88  

内閣調査室秘録 戦後思想を動かした男 志垣 民郎／著 文藝春秋 317.2  

チャイナスタンダード 世界を席巻する中国式  

朝日新聞取材班／著 朝日新聞出版 319.22  

ナガサキ 核戦争後の人生 スーザン・サザード／著 みすず書房 319.8  

キッチリけりがつく離婚術 財産分与慰謝料親権に強い弁護士が明かす  

西村 隆志／著 東邦出版 324.6  

世界一やさしい家族信託  

山田 愼一／著 クロスメディア・パブリッシング 324.7  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

もしもに備える財産管理家族信託のツボとコツ  

親が認知症になっても困らない！ トリニティグループ/著 秀和システム 324.7 

ある「BC級戦犯」の手記 冬至 堅太郎／著 中央公論新社 329.6  

解読ウェーバー プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 

 橋本 努／著 講談社 331.5  

欲望の資本主義 ３ 丸山 俊一／著 東洋経済新報社 332  

大分断 格差と停滞を生んだ「現状満足階級」の実像  

タイラー・コーエン／著 NTT出版 332.53  

モンスター組織 停滞・混沌・沈没…8つの復活ストーリー  

リブ・コンサルティング／著 実業之日本社 336.3  

サバイバル組織術 佐藤 優／著 文藝春秋 361.4  

ウーマン・イン・バトル 自由・平等・シスターフッド！  

マルタ・ブレーン／文 合同出版 367.2  

女に生まれてモヤってる！  本当は「自分らしく」いたいだけなのに  

ジェーン・スー／著 小学館 367.2  

夫婦幻想 子あり、子なし、子の成長後 奥田 祥子／著 筑摩書房 367.3  

最新図解スッキリわかる！介護保険 基本としくみ、制度の今とこれから  

本間 清文／編著 ナツメ社 367.9  

ひとり老後、賢く楽しむ 岸本 葉子／著 文響社 367.9  

災害ボランティア入門  

ピースボート災害ボランティアセンター／編 合同出版 369.3  

水害列島 土屋 信行／著 文藝春秋 369.3  

HSCを守りたい 斎藤 暁子／著 風鳴舎 371.4  

教育格差 階層・地域・学歴 松岡 亮二／著 筑摩書房 372.1  

名門高校はここが違う 永井 隆／著 中央公論新社 376.4  

栄養学部 中高生のための学部選びガイド 佐藤 成美／著 ぺりかん社 376.8  

遺体と火葬のほんとうの話 佐藤 信顕／著 二見書房 385.6  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

日本人にとって自然とはなにか 宇根 豊／著 筑摩書房 404/ｳ 

トポロジー入門 奇妙な図形のからくり 都筑 卓司／著 講談社 415.6  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

東海道和算道中記 佐藤 健一／著 研成社 419.1  

知識ゼロでも楽しく読める！物理のしくみ イラスト&図解  

川村 康文／監修 西東社 420  

プリンシピア ２編 自然哲学の数学的原理  

アイザック・ニュートン／著 講談社 423  

最強に面白い！！周期表 ニュートンプレス 431.1  

光触媒が一番わかる 光の吸収による作用でさまざまな製品を生み出す  

高島 舞／著 技術評論社 431.5  

宇宙大図鑑 200 この一冊で宇宙のことがすべてわかる！ 

 ニュートンプレス 440  

星を楽しむ天体望遠鏡の使いかた  

月、星、惑星、星雲・星団、見たい天体の見方がわかる  

大野 裕明／著 誠文堂新光社 442.3  

月と暮らす。 月を知り、月のリズムで 藤井 旭／著 誠文堂新光社 446  

千葉いきもの図鑑  

ほ乳類/は虫類/両生類/鳥類/魚類/甲殻類/軟体動物/昆虫/草本/木本/キノコ他  

葛生 淳一／解説 メイツ出版 462.13  

もっと知りたい動物園と水族館 園長のはなし、飼育係のしごと 

 小宮 輝之／著 メディアパル 480.7  

不思議だらけカブトムシ図鑑 小島 渉／著 彩図社 486.6  

超危険！スズメバチ LIFE 図解とマンガでわかる最凶生物  

丸沢 丸／著 講談社 486.7  

蛾売りおじさんのめくるめく蛾の世界  

もふもふでかわいく優美 刺繡で魅せるモス図鑑  

蛾売りおじさん／著 誠文堂新光社 486.8  

にっぽんのスズメと野鳥仲間 身近な「お散歩鳥」観察  

中野 さとる／写真 カンゼン 488.1  

絶景・秘境に息づく世界で一番美しいシャチ図鑑  

水口 博也／編著 誠文堂新光社 489.6  

キリン解剖記 郡司 芽久／著 ナツメ社 489.8  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

長寿時代の医療・ケア エンドオブライフの論理と倫理  

会田 薫子／著 筑摩書房 490.15  

筋肉のしくみ図鑑 筋肉別イラストであっという間にわかる 

 石山 修盟／監修 枻出版社 491.16  

40℃超えの日本列島でヒトは生きていけるのか  

体温の科学から学ぶ猛暑のサバイバル術 永島 計／著 化学同人 491.36  

なぜ脳はアートがわかるのか 現代美術史から学ぶ脳科学入門 

 エリック・R.カンデル／著 青土社 491.37  

おしゃべりながんの図鑑 病理学から見たわかりやすいがんの話 

 小倉 加奈子／著 CCCメディアハウス 491.65  

下肢静脈瘤は自分で楽治せる！  

足のデコボコ、痛み、かゆみ、むくみを撃退！ マキノ出版 493.24 

胃腸づくり 50の心得 悩める現代人へ、専門医が贈る正しい胃腸の知識と守り方  

本郷 仁志／著 幻冬舎メディアコンサルティング 493.4  

関節リウマチ 山本 一彦／著 論創社 493.6  

完全図解痛風・高尿酸血症のすべて  尿酸値を下げるおいしいレシピ 151  

谷口 敦夫／監修 主婦の友社 493.6  

心の病気ってなんだろう？ 松本 卓也／著 平凡社 493.7  

オープンダイアローグがひらく精神医療 斎藤 環／著 日本評論社 493.72  

電車に乗れない人たち パニック障害、不安と怖れがなくなる方法  

松本 桂樹／著 WAVE出版 493.74  

僕らはそれに抵抗できない 「依存症ビジネス」のつくられかた 

 アダム・オルター／著 ダイヤモンド社 493.74  

マンガでわかる認知症の人の心の中が見える本   

実話からズバリひも解く「なぜ？どうして？」認知症の本当の世界  

川畑 智／著 わかさ出版 493.75  

女性の薄毛美髪バイブル 1か月で薄毛患者 300人を治療する医師が書いた 梶

田 尚美／著 現代書林 494.8  

地方勤務医という選択  

佐藤 雅司／著 幻冬舎メディアコンサルティング 498.14  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

女性が医師に「運動しなさい」と言われたら最初に読む本  

中野 ジェームズ修一／著 日経 BP 498.3  

そろそろ、からだにいいことを考えてみよう  

伊藤 まさこ／著 朝日新聞出版 498.58  

かむ・飲み込むが難しい人のごはん 決定版  

藤谷 順子／監修 講談社 498.59  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

よくわかる最新「橋」の科学と技術  

橋の歴史と役割・構造と仕組みを読む 五十畑 弘／著 秀和システム 515  

奇跡の清流銚子川 もっと知りたい！見えないものが見える川 

 NHKスペシャル取材班／著 山と溪谷社 517.21  

徹底図解基本からわかる電気数学 ノマド・ワークス／著 ナツメ社 541.2  

小さなお店&会社の WordPress超入門 初めてでも安心！ 

思いどおりのホームページを作ろう！星野 邦敏／著 技術評論社 548.3 

エクセル兄さんが教える世界一わかりやすい MOS教室  

たてばやし 淳／著 PHP研究所 548.4  

トコトンやさしい組込みシステムの本 坂巻 佳壽美／著 日刊工業新聞社 548.4  

いちばんやさしいパソコン超入門 ウィンドウズ 10対応  

リブロワークス／著 SBクリエイティブ 548.7  

コンピュータサイエンス図鑑 決定版 クレール・クイグリー／著 創元社 548.7  

波濤を越えて 叩き上げ海保長官の重大事案ファイル  

佐藤 雄二／著 文藝春秋 558.8  

無人の兵団 AI、ロボット、自律型兵器と未来の戦争  

ポール・シャーレ／著 早川書房 559  

ぼくのワインができるまで 玉村 豊男／著 東京書籍 588.5  

アパレルは死んだのか たかぎ こういち／著 総合法令出版 589.2  

モダリーナのファッションパーツ図鑑  

デザインの用語や特徴がイラストでわかる 溝口 康彦／著 マール社 589.2  
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６００ 産業・交通・通信                                                                                         

麵の科学 粉が生み出す豊かな食感・香り・うまみ  

山田 昌治／著 講談社 619.3  

ヒト、犬に会う 言葉と論理の始原へ 島 泰三／著 講談社 645.6  

ネット予約時代の困ったお客のトリセツ 飯野 たから／著 自由国民社 673.3  

お客が殺到する飲食店の始め方と運営  ‘19－'20年版  

実力派コンサルタントが成功のコツを詳解！ 入江 直之／著 成美堂出版 673.9  

新幹線ｅｘｐｌｏｒｅｒ ｖｏｌ．５２ イカロス出版 686.21  

ブルートレイン大図鑑 客車寝台特急の 57年  

「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 686.21  

日航１２３便墜落の波紋 そして法廷へ 青山 透子／著 河出書房新社 687.7  

ザ・ワン・デバイス iPhoneという奇跡の“生態系”はいかに誕生したか  

ブライアン・マーチャント／著 ダイヤモンド社 694  

いだてん 後編 宮藤 官九郎／作 NHK出版 699.9  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

アール・ブリュット エミリー・シャンプノワ／著 白水社 702  

美しいかなのお手本 川邊 尚風／著 知道出版 728.4  

カメラとレンズのしくみがわかる光学入門 安藤 幸司／著 インプレス 742.5  

かんたん楽しい手づくりカード BOOK  気持ちを伝えるかわいいポップ                 

アップカード 100点 やまもと えみこ／著 日本ヴォーグ社 754.9  

指揮者は何を考えているか 解釈、テクニック、舞台裏の闘い 

 ジョン・マウチェリ／著 白水社 761.9  

「歓喜に寄せて」の物語 シラーとベートーヴェンの『第九』 

 矢羽々 崇／著 現代書館 764.3  

「歌だけが残る」と、あなたは言った わが父、阿久悠  

深田 太郎／著 河出書房新社 767.8  

東京大学教授石井直方の筋肉まるわかり大事典 ２  

石井 直方／著 ベースボール・マガジン社 780.7  

内田篤人 大迫勇也 ふぅーっと深呼吸ストレッチ  

ウチダラボ／監修 宝島社 781.4  

走る奴なんて馬鹿だと思ってた 松久 淳／著 山と溪谷社 782.3  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

ラグビーのルール 超・初級編 これさえ読めばなんとかなる 

 中野 良一／著 ハーパーコリンズ・ジャパン 783.4  

1988年のパ・リーグ 山室 寛之／著 新潮社 783.7  

ラウンドレッスン日本一のプロが教える「ゴルフ脳」  

年間 200ラウンド 小野寺 誠／著 主婦の友社 783.8  

はじめてのスケートボード 連続写真でみるみる上達！ 

 H.L.N.A／監修 成美堂出版 784.6  

フィギュアスケート男子ファンブック 2019-3 Quadruple Axel 

 山と溪谷社 784.6  

バタフライ 17歳のシリア難民少女がリオ五輪で泳ぐまで  

ユスラ・マルディニ／著 朝日新聞出版 785.2  

上高地ハイキング案内 上高地・明神・徳沢・横尾・涸沢を歩く 

 山と溪谷社 786.1  

日本 100岩場 ２ フリークライミング 北山 真／編 山と溪谷社 786.1  

真・輪島伝 番外の人 武田 頼政／著 廣済堂出版 788.1  

将棋「観る将になれるかな」会議 高野 秀行／著 扶桑社 796  

 

８００ 語学                                                        

文節の文法 定延 利之／著 大修館書店 815  

ニューエクスプレスプラス スペイン語 福嶌 教隆／著 白水社 860  

ニューエクスプレスプラス チェコ語 保川 亜矢子／著 白水社 889.5  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

刺繡小説 神尾 茉利／著 扶桑社 902  

河合隼雄と子どもの目 <うさぎ穴>からの発信 河合 隼雄／著 創元社 909  

ふたりの村上 村上春樹・村上龍論集成 吉本 隆明／著 論創社 910.2/ﾑ 

メロスの群れ 評伝吉野せい 小沢 美智恵／著 シングルカット 910.2/ﾖ 

ひぐらし先生、俳句おしえてください。 堀本 裕樹／著 NHK出版 911.3  

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

未来を、11秒だけ 青柳 碧人／著 光文社 913.6/ｱｵﾔ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

鎌倉うずまき案内所 青山 美智子／著 宝島社 913.6/ｱｵﾔ 

妙麟 赤神 諒／著 光文社 913.6/ｱｶｶ 

純子 赤松 利市／著 双葉社 913.6/ｱｶﾏ 

おじさんのトランク 幻燈小劇場 芦辺 拓／著 光文社 913.6/ｱｼﾍ 

星から来た船 下 新井 素子／著 出版芸術社 913.6/ｱﾗｲ 

愛してるって言えなくたって 五十嵐 貴久／著 祥伝社 913.6/ｲｶﾗ 

クジラアタマの王様 伊坂 幸太郎／著 NHK出版 913.6/ｲｻｶ 

ツキノネ 乾 緑郎／著 祥伝社 913.6/ｲﾇｲ 

空と湖水 夭折の画家三橋節子 植松 三十里／著 文藝春秋 913.6/ｳｴﾏ 

剣樹抄 冲方 丁／著 文藝春秋 913.6/ｳﾌｶ 

道化師の退場 太田 忠司／著 祥伝社 913.6/ｵｵﾀ 

緋(あか)い川 大村 友貴美／著 光文社 913.6/ｵｵﾑ 

下北沢インディーズ 岡崎 琢磨／著 実業之日本社 913.6/ｵｶｻ 
夏物語 川上 未映子／著 文藝春秋 913.6/ｶﾜｶ 

化物蠟燭 木内 昇／著 朝日新聞出版 913.6/ｷｳﾁ 

呼吸する町 黒木 渚／著 光文社 913.6/ｸﾛｷ 

神前酔狂宴 古谷田 奈月／著 河出書房新社 913.6/ｺﾔﾀ 

のりまきな日々 おあいそ 60年代、子どもたちの物語 ３  

斎藤 秀樹／著 西田書店 913.6/ｻｲﾄ 

へぼ侍 坂上 泉／著 文藝春秋 913.6/ｻｶｶ 

将軍の子 佐藤 巖太郎／著 文藝春秋 913.6/ｻﾄｳ 

ファミリーランド 澤村 伊智／著 早川書房 913.6/ｻﾜﾑ 

スズメの事ム所 駆け出し探偵と下町の怪人たち  

朱川 湊人／著 文藝春秋 913.6/ｼﾕｶ 

極限の婚約者たち 新堂 冬樹／著 双葉社 913.6/ｼﾝﾄ 

小説ブラック・ジャック 瀬名 秀明／著 誠文堂新光社 913.6/ｾﾅ 

我らが少女 A 高村 薫／著 毎日新聞出版 913.6/ﾀｶﾑ 

誰も知らぬ 太宰治女性小説セレクション 太宰 治／著 春陽堂書店 913.6/ﾀｻｲ 

神様の暇つぶし 千早 茜／著 文藝春秋 913.6/ﾁﾊﾔ 

線は、僕を描く 砥上 裕將／著 講談社 913.6/ﾄｶﾐ 

天災は忘れる前にやってくる 鳥飼 否宇／著 光文社 913.6/ﾄﾘｶ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

風はずっと吹いている 長崎 尚志／著 小学館 913.6/ﾅｶｻ 

お願いおむらいす 中澤 日菜子／著 小学館 913.6/ﾅｶｻ 

十津川警部追憶のミステリー・ルート 西村 京太郎／著 徳間書店 913.6/ﾆｼﾑ 

黄金夜界 橋本 治／著 中央公論新社 913.6/ﾊｼﾓ 

てんげんつう 畠中 恵／著 新潮社 913.6/ﾊﾀｹ 

ランチ酒 おかわり日和 原田 ひ香／著 祥伝社 913.6/ﾊﾗﾀ 

希望の糸 東野 圭吾／著 講談社 913.6/ﾋｶｼ 

夏の騎士 百田 尚樹／著 新潮社 913.6/ﾋﾔｸ 

あむんぜん 平山 夢明／著 集英社 913.6/ﾋﾗﾔ 

よこがお 深田 晃司／著 KADOKAWA 913.6/ﾌｶﾀ 

密室を開ける手 藤本 ひとみ／著 講談社 913.6/ﾌｼﾓ 

龍の袖 藤原 緋沙子／著 徳間書店 913.6/ﾌｼﾜ 

決戦！広島城 天下大乱の火種を消すべし  

松永 弘高／著 朝日新聞出版 913.6/ﾏﾂﾅ 

最後のページをめくるまで 水生 大海／著 双葉社 913.6/ﾐｽｷ 

いけない 道尾 秀介／著 文藝春秋 913.6/ﾐﾁｵ 

魔偶の如き齎すもの 三津田 信三／著 講談社 913.6/ﾐﾂﾀ 

手のひらの楽園 宮木 あや子／著 新潮社 913.6/ﾐﾔｷ 

さよならの儀式 ８ Science Fiction Stories  

宮部 みゆき／著 河出書房新社 913.6/ﾐﾔﾍ 

ラストダンスは私に 岩谷時子物語 村岡 恵理／著 光文社 913.6/ﾑﾗｵ 

カザアナ 森 絵都／著 朝日新聞出版 913.6/ﾓﾘ 

ジョン・マン ７ 山本 一力／著 講談社 913.6/ﾔﾏﾓ 

途中下車はできません 山本 巧次／著 小学館 913.6/ﾔﾏﾓ 

女優の娘 吉川 トリコ／著 ポプラ社 913.6/ﾖｼｶ 

天使も怪物も眠る夜 吉田 篤弘／著 中央公論新社 913.6/ﾖｼﾀ 

三毛猫ホームズと七匹の仲間たち 赤川 次郎／ほか著 論創社 913.6 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

抽斗のなかの海 朝吹 真理子／著 中央公論新社 914.6/ｱｻﾌ 
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◆◆◆９１４．６～９１７ 日本のエッセイ（つづき）◆◆◆ 

座右の銘はない あそび人学者の自叙伝  

石毛 直道／著 日本経済新聞出版社 914.6/ｲｼｹ 

そのうちなんとかなるだろう 内田 樹／著 マガジンハウス 914.6/ｳﾁﾀ 

旅ドロップ 江國 香織／著 小学館 914.6/ｴｸﾆ 

俺たちはどう生きるか 大竹 まこと／著 集英社 914.6/ｵｵﾀ 

ドン・キホーテ走る 鴻上 尚史／著 論創社 914.6/ｺｳｶ 

自由思考 中村 文則／著 河出書房新社 914.6/ﾅｶﾑ 

路地裏で考える 世界の饒舌さに抵抗する拠点  

平川 克美／著 筑摩書房 914.6/ﾋﾗｶ 

MORI Magazine ３ 森 博嗣／編集長 大和書房 914.6/ﾓﾘ 

まあまあふうふう。 八千草 薫／著 主婦と生活社 914.6/ﾔﾁｸ 

ブスの自信の持ち方 山崎 ナオコーラ／著 誠文堂新光社 914.6/ﾔﾏｻ 

ベスト・エッセイ 2019 日本文藝家協会／編 光村図書出版 914.6 

この顔と生きるということ 岩井 建樹／著 朝日新聞出版 916/ｲﾜｲ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

蒼老たる浮雲 残雪／著 白水社 923/ｻ 

三体 劉 慈欣／著 早川書房 923/ﾘ 

三国志演義事典 渡邉 義浩／著 大修館書店 923.5  

外は夏 キム エラン／著 亜紀書房 929.1/ｷ 

アーモンド ソン ウォンピョン／著 祥伝社 929.1/ｿ 

「他者」の起源 ノーベル賞作家のハーバード連続講演録  

トニ・モリスン／著 集英社 930.2/ﾓ 

ストーリー・オブ・マイ・キャリア 「赤毛のアン」が生まれるまで 

 L.M.モンゴメリ／著 柏書房 930.2/ﾓ 

マンハッタン・ビーチ ジェニファー・イーガン／著 早川書房 933/ｲ 

穴の町 ショーン・プレスコット／著 早川書房 933/ﾌ 

掃除婦のための手引き書 ルシア・ベルリン作品集  

ルシア・ベルリン／著 講談社 933/ﾍ 

私たち異者は スティーヴン・ミルハウザー／著 白水社 933/ﾐ 

カルカッタの殺人 アビール・ムカジー／著 早川書房 933/ﾑ 
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◆◆◆９２０～９９９ 外国の文学（つづき）◆◆◆ 

わたしがわたしであるために E.ロックハート／著 辰巳出版 933/ﾛ 

世界を救う１００歳老人 ヨナス・ヨナソン／著 西村書店 949.8/ﾖ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

津田梅子 大庭 みな子／著 朝日新聞出版 BN/ｵｵ 

名残の山路 岡田 喜秋／著 山と溪谷社 BN/ｵｶ 

親子の十手 小料理のどか屋人情帖 26 倉阪 鬼一郎／著 二見書房 BN/ｸﾗ 

親父の十手が重すぎて 親子十手捕物帳 2小杉 健治／著 角川春樹事務所 BN/ｺｽ 

影 死ぬがよく候 2 坂岡 真／著 小学館 BN/ｻｶ 

真夏の雷管 北海道警・大通警察署 佐々木 譲／著 角川春樹事務所 BN/ｻｻ 

危険領域 所轄魂 4 笹本 稜平／著 徳間書店 BN/ｻｻ 

たぶん彼女は豆を挽く 庄野 雄治／著  BN/ｼﾖ 

火焰の鴉 古代豪族ミステリー 賀茂氏篇橘 沙羅／著 角川春樹事務所 BN/ﾀﾁ 

赤鬼の権蔵 新まろほし銀次捕物帳 3 鳥羽 亮／著 徳間書店 BN/ﾄﾊ 

忘れじの女 大江戸人情見立て帖 3 早見 俊／著 新潮社 BN/ﾊﾔ 

遠国御用 本丸目付部屋 4  藤木 桂／著 二見書房 BN/ﾌｼ 

おもいおもわれふりふられ 堀川 アサコ／著 徳間書店 BN/ﾎﾘ 

特捜指令 南 英男／著 コスミック出版 BN/ﾐﾅ 

群青の闇 薄明の絵師 三好 昌子／著 角川春樹事務所 BN/ﾐﾖ 

雀の猫まくら 群 ようこ／著 角川春樹事務所 BN/ﾑﾚ 

あの日の親子丼 山口 恵以子／著 角川春樹事務所 BN/ﾔﾏ 

季節のない街 山本 周五郎／著 新潮社 BN/ﾔﾏ 

危険な弁護士 上・下 ジョン・グリシャム／著 新潮社 B/ｸﾘ 

沈黙の少女 ゾラン・ドヴェンカー／著 扶桑社 B/ﾄｳ 

ロビン・フッドの愉快な冒険 ハワード・パイル／著 光文社 B/ﾊｲ 

中央プラズマあやうし 宇宙英雄ローダン・シリーズ 597  

デトレフ・G.ヴィンター／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

ヒールンクスのプラネタリウム 宇宙英雄ローダン・シリーズ 596  

クルト・マール／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

ドリトル先生航海記 ヒュー・ロフティング／著 新潮社 B/ﾛﾌ 
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Ｔ 暮らし                                                

幸運を引き寄せる冷蔵庫 人気ブロガーさんちの最強プチプラ収納術  

sumiko／著 講談社 T0  

ナチュラルクリーニングの最強レシピ “つけ置きでやめ家事”がキーワード  

佐光 紀子／著 扶桑社 T0  

ヘアゴム 1本で無敵アレンジ BOOK sweet編集部／著 宝島社 T0 

ラブオブライフ 暮らしをいつくしむものとこと  

桐島 かれん／著 学研プラス T0  

ステキを作る 60代からのソーイング vol.３ ブティック社 T11  

イーネダンテルのアクセサリー トルコのニードルレース  

七海 光／著 文化学園文化出版局 T14 

アルファベット刺繡の本 千葉 美波子／著 エクスナレッジ T15  

紙バンドで作る編み応えのあるかご 古木 明美／著 日本ヴォーグ社 T19  

Zoozのフェルトモビール&ガーランド 切って、貼って、ちょこっと縫うつるし飾り 

Zooz／著 ブティック社 T19  

本物そっくり！ミニチュアスイーツ&フード大全  

きくち けい／著 成美堂出版 T19  

みんなのルームシューズ 手で編めるスリッパ、サンダル、布ぞうり  

市ノ瀬 絵里子／著 日本文芸社 T19  

ごはんをつくる前に読む本 三日坊主をくりかえせば自由に生きられる  

野上 優佳子／著 笠倉出版社 T40  

『朝仕込み』だから、帰ってすぐできる！おいしいレシピのひみつ 

 堤 人美／著 朝日新聞出版 T41  

一生食べたいカツ代流レシピ 小林 カツ代／著 文藝春秋 T41  

「いま」作りたいものが全部ある！野菜たっぷりおかず 122品。 

 オレンジページ T41  

おもてなしタイ料理 簡単&おしゃれな本格レシピ  

シリワン・ピタウェイ／著 誠文堂新光社 T41  

「塩少々」をやめると料理はうまくなる 水島 弘史／著 青春出版社 T41  

トマト・ブック 坂田 阿希子／著 東京書籍 T41  

にんにくの料理 有元 葉子／著 東京書籍 T41  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

容器に入れてチンするだけ！ほぼ 1ステップで作れるレンジ飯 

 リュウジ／著 KADOKAWA T41  

料理家ワタナベマキが家族のために作るごはん  

プロの家庭料理のリアルがわかる 80品 ワタナベ マキ／著 主婦と生活社 T41  

スパイスのまほう ちょい足しレシピで、いつもの料理が変わる！ 

 印度カリー子／著 秀和システム T43  

台湾調味料いただきます手帖 使いこなしで、現地の味もいつものご飯も思い通り 

沼口 ゆき／著 誠文堂新光社 T43  

そば粉１００%のおいしいパンとレシピ  グルテンフリー！低糖質！混ぜるだけ！ 

小池 ともこ／著 二見書房 T45  

濃いめがおいしい至福のプリン 柳瀬 久美子／ほか著 家の光協会 T46  

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  

アレルギーっ子のごはんとおやつ  

卵なし牛乳なし小麦粉なしでも、家族でいっしょの工夫がいっぱい  

伊藤 浩明／監修 主婦の友社 T49  

これならできる！DIYでリフォーム&メンテナンス 山田 芳照／著 ナツメ社 T5  

おいしく長く楽しめる！収穫野菜の保存テク&レシピ  

五十嵐 透／監修 ナツメ社 T6  

コケの国のふしぎ図鑑 ミクロの写真で楽しむ  

左木山 祝一／著 エクスナレッジ T6  

野菜づくりの困った！解決ハンドブック  

有機・無農薬 病虫害 生育不良 生理障害 野菜だより編集部／編 学研プラス T6  

あんしん、やさしい最新離乳食オールガイド  

5か月－1歳 6か月ごろまで 堤 ちはる／監修 新星出版社 T8  

食物アレルギーをこわがらない！はじめての離乳食  

卵・牛乳・小麦など“はじめのひと口”完全ガイド 伊藤 浩明／監修 主婦の友社 T8  

やさしく正しい妊活大事典 吉川 雄司／著 プレジデント社 T8  

小学生の子が勉強にハマる方法 「やる気」を科学的に分析してわかった  

菊池 洋匡／著 実務教育出版 T9  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

とことんあそんででっかく育て 柴田愛子流「りんごの木」の保育 

 春夏秋冬 柴田 愛子／著 世界文化社 T9  

「ふつうの子」なんて、どこにもいない 木村 泰子／著 家の光協会 T9  

 

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

税務六法 令和元年版 通達編・法令編１・法令編２  

日本税理士会連合会／編集 ぎょうせい SH5  

生涯学習・社会教育行政必携 令和２年版  

生涯学習・社会教育行政研究会／編集 第一法規 SU9  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

事典日本の年号 小倉 慈司／著 吉川弘文館 R210.2  

昭和・平成現代史年表 1923年▷2019年 神田 文人／編 小学館 R217  

新聞集成昭和編年史 昭和 40年版６  

明治大正昭和新聞研究会／編集制作 新聞資料出版 R217  

「働くことの意識」調査報告書 平成 31年度新入社員  

日本生産性本部生産性労働情報センター R366  

47都道府県・商店街百科 正木 久仁／編著 丸善出版 R672.1  

日本語を学ぶ外国人のためのこれで覚える！漢字字典２５００ 

 日本語能力試験 N5-N1対応 秋元 美晴／監修 ナツメ社 R811.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

『醒睡笑 上』安楽庵 策伝／著  

鈴木 棠三／校注 岩波書店 1986.7 

「咄本（はなしぼん）」というものをご存じでしょうか？ 咄本とは、江戸時代に流行した 

短い笑い話を集めた本のことです※。『醒睡笑（せいすいしょう）』は咄本の中でも古いも

ので、内容も江戸庶民の笑いというよりは、戦国時代の名残があるものとなっています。 

中世における笑いとは、どのような笑いだったのか？ 気になって本を開いてみたので

すが、言葉が難しくてなかなか読み進められません。まるで古典のテキストのようでした。

校注を頼りに読解してみても、本は物の謂れのこじつけ話から始まるので、笑いというより

は納得や感心の印象が強い内容でした。特に p. 39-40 の「芋堀僧」は、言葉の掛けが巧

みだと思います。 

謂れのこじつけ話の他にも、知ったか振って失敗する話など「滑稽」な話が詰まっていま

す。同じく中世の笑いに興味を持った方、あるいは古典の授業気分を味わいたい方は、こ

の本を開いてみてはいかがでしょうか？ 

※『精選版 日本語国語大辞典』より「はなし-ぼん【咄本・噺本・話本】」（p. 1292）を参照 

（Y） 

                 

   

9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 
11日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

26日（木） 10：30～ ― ― 

高幡図書館 
4日（水） 

15：00～ 15：30～ 16：00～ 
18日（水） 

日野図書館 18日（水） ― ― 16：00～ 

多摩平図書館 
12日（木） 10：30～ ― ― 

25日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

平山図書館 19日（木） 10：30～ ― ― 

百草図書館 27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 19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 9 月 10 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 
 

5 日 

 

19 日 

  

3 日 

 

17 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 

 

6 日 

 

20 日 

 

  

4 日 

 

18 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） 

11 日

25 日 

9 日 

23 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

12 日   

 

26 日 

10 日   

 

24 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 

13 日 

 

27 日 

11 日 

 

25 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 ９月・１０月巡回日程 


