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２０１9年 11月 №243 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

１１月４日（月）、２３日（土） 

祝日は開館します！（市政図書室を除く） 

11月の休館日 

中央・高幡・日野 

多摩平・平山・百草（月曜日） 

11日 18日 25日   

 

 

市政図書室（日曜日・祝日） 3日 4日 10日 17日 23日 24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 レファレンス室だより 

P.3 お気軽に図書館員へお声かけください 

図書館集会室の抽選会のお知らせ 

P.4 図書館に入った新しい本 

P.23 図書館員の本箱 

   11月のおはなし会 

P.24 移動図書館ひまわり号巡回日 
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中央図書館2階のレファレンス室では調べものに役立つ本を収集しています。 

レファレンス室の事典類の中から、調べている項目以外のページも気になって、

ついつい読んでしまう 3冊をご紹介します。貸出しない本です。館内でご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

レファレンス室だより （第 16回）  

 

『図解世界楽器大事典（第 6 版）』黒沢隆朝／著 雄山閣 2019.7 R763 

昭和 47 年刊の初版まえがきによると、本書は著者の音楽生活 50 年にわ

たる楽器遍歴の結集で、いわば肩の凝らない趣味の楽器談義であり、随所

に楽器にまつわる神話、伝説、エピソードを加えたとあります。 

「打つ打楽器」の項では、“打つ打楽器とはおかしいと思うかもしれない

が、打たない打楽器もあるのでこのように分類した”という風に、博識な

著者の語り口も味があり、なにより写真や図版が豊富なので、眺めている

だけでも楽しい本です。音楽好きな方はぜひお手に取ってみてください。 

 

 

 

『 

 

『異名・ニックネーム辞典』杉村喜光／編著  

三省堂 2017.5 R813.5 

「日本のハワイ」「畑の肉」「近代オリンピックの父」 

など、歴史上の人物から芸能人、動植物、年中行事、地

名にいたるまで，ニックネームの由来やウンチクなどが

書かれた本です。著者は雑学系ライター。「本名（？）」

からだけでなく、異名からも調べられる索引付き。他の

人にも話したくなる話題満載の辞典。 

 

 

 

『世界毒草百科図鑑』エリザベス・A.ダウンシー／著  

ソニー・ラーション／著 原書房 2018.10 R471.9 

本の装丁をはじめ、掲載されている写真や図版が 

とても美しいです。これらの写真や図版には珍しいも

のが多く、毒草には美しい花をつけるものが多いから

だそうです。内容もキュー王立植物園出身の専門家が

エピソードを交えながらわかりやすく解説しており、

コラムも豊富で読み応えがあります。 
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図書館集会室の抽選会のお知らせ 
 

 

利用期間：令和２年度 前期 
※令和２年４月～９月 

抽選日 ：令和元年１１月２９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 ：11月１日（金）～11月２８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へお願いいたします。 

 

お気軽に図書館員へお声かけください 
 

 

 探している本が見つからないとき、どうやって調べた

らいいかわからないとき、高いところに本があって取

り出しにくいときなど、お困りのときには 

お気軽に図書館員までお声かけください。 

耳がご不自由で図書館員の言葉が聞き取りにくい 

ときには筆談をいたします。 

  

病気や高齢で図書館への来館が困難な方、 

活字を読むことが不自由な方に図書館をご利用いただ

くためのサービスもあります。詳しくは図書館員にお

尋ねください。 
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図書館に入った 新 し い 本 
8月 23日から 9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                                       

教え学ぶ技術 問いをいかに編集するのか 苅谷 剛彦／著 筑摩書房 002  

ギネス世界記録 2020  

クレイグ・グレンディ／編 角川アスキー総合研究所 030  

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

マンガ哲学辞典 橋本 治／著 河出書房新社 104/ﾊ 

「私」は脳ではない 21世紀のための精神の哲学  

マルクス・ガブリエル／著 講談社 114.2  

心理学・入門 心理学はこんなに面白い サトウ タツヤ／著 有斐閣 140  

天才の秘密  驚異的な能力を発揮した人々   

クラウディア・カルブ／著 日経ナショナルジオグラフィック社 141.1  

イラストレイテッド錯視のしくみ  北岡 明佳／著 朝倉書店 141.2  

最高の思考実験 考察とパズルで論理と直感を磨く  

北村 良子／著 辰巳出版 141.5  

悪について誰もが知るべき 10の事実 ジュリア・ショウ／著 講談社 141.6  

なぜ、人は操られ支配されるのか 西田 公昭／著 さくら舎 145.4  

ミルトン・エリクソン 魔法使いの秘密の「ことば」  

澤野 雅樹／著 法政大学出版局 146.8  

幸福になるための人生のトリセツ 黒川 伊保子／著 清流出版 159  

97歳、幸せな超ポジティブ生活 鮫島 純子／著 三笠書房 159  

教養としての世界の名言 365 佐藤 優／監修 宝島社 159.8  
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◆◆◆１００ 哲学・心理学・宗教（つづき）◆◆◆ 

キリスト教と死 最後の審判から無名戦士の墓まで  

指 昭博／著 中央公論新社 191.6  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

歴史学で卒業論文を書くために 村上 紀夫／著 創元社 207  

敗者が変えた世界史 上・下  

ジャン＝クリストフ・ビュイッソン／著 原書房 209  

江戸・戦国のくずし字古文書入門 菅野 俊輔／著 扶桑社 210.2  

日本国の正体 「異国の眼」で見た真実の歴史  

孫崎 享／著 毎日新聞出版 210.4/ﾏ 

一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書 公立高校教師 

YouTuberが書いた 山崎 圭一／著 SBクリエイティブ 211  

大化改新の黒幕 小林 惠子／著 祥伝社 213.4  

<謀反>の古代史 平安朝の政治改革 春名 宏昭／著 吉川弘文館 213.6  

「異形」の古墳 朝鮮半島の前方後円墳 高田 貫太／著 KADOKAWA 221  

海東野言 許【ボン】／著 作品社 221  

南方の志士と日本人 インドネシア独立の夢と昭和のナショ 

ナリズム 林 英一／著 筑摩書房 224  

パリ左岸 1940-50年 アニエス・ポワリエ／著 白水社 235  

池田綱政 元禄時代を生きた岡山藩主 倉地 克直／著 吉川弘文館 281/ｲ 

ユー・アー・ヒア あなたの住む「地球」の科学  

ニコラス・クレイン／著 早川書房 290.1  

40代からの街道歩き 鎌倉街道編街道歩き委員会／著 創英社 291.3  

TOKYO文具・雑貨散歩 旅鞄いっぱいの東京 堤 信子／著 辰巳出版 291.36  

10万円でシルクロード 10日間 下川 裕治／著 KADOKAWA 292  

ヨーロッパ最大の自由都市ベルリンへ 松永 明子／著 イカロス出版 293.4  
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３００ 政治・経済・社会                                                                                           

新・天皇論 保阪 正康／著 毎日新聞出版 313.6  

スノーデン・ファイル徹底検証 日本はアメリカの世界監視システムにどう加担し

てきたか 小笠原 みどり／著 毎日新聞出版 316.1  

ロヒンギャ問題とは何か 難民になれない難民  

日下部 尚徳／編著 明石書店 316.8  

警察組織パーフェクトブック 全組織図を網羅した完全保存版！ 

 別冊宝島編集部／編 宝島社 317.7  

日本の地方議会 都市のジレンマ、消滅危機の町村  

辻 陽／著 中央公論新社 318.4  

歴史認識から見た戦後日韓関係 「1965年体制」の歴史学・ 

政治学的考察 吉澤 文寿／編著 社会評論社 319.1  

人間の尊厳を築く反核運動 冨田 宏治／著 学習の友社 319.8  

「国連式」世界で戦う仕事術 滝澤 三郎／著 集英社 319.9  

今こそ使おう「定期」借家契約 空き家も民泊も…知らないなんてもったいない！  

定期借家研究会／編 中央経済社 324.8  

国民を豊かにする令和の政策大転換 現代貨幣理論が日本を救う  

三橋 貴明／著 ビジネス社 332.1  

いまこそ経済成長を取り戻せ 崩壊の瀬戸際で経済学に何ができるか  

ダンビサ・モヨ／著 白水社 333  

エクソダス 移民は世界をどう変えつつあるか  

ポール・コリアー／著 みすず書房 334.4  

初期費用ゼロで始める定年プチ起業 一生稼ぎ続ける賢いやり方  

田口 智隆／著 水王舎 335  

ティム・クック アップルをさらなる高みへと押し上げた天才  

リーアンダー・ケイニー／著 SBクリエイティブ 335.1  

会社四季報業界地図 2020年版 東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 335.2  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

決算書はここだけ読もう 2020年版 矢島 雅己／著 弘文堂 336.9  

MMT現代貨幣理論入門 L.ランダル・レイ／著 東洋経済新報社 337.1  

キャッシュレスどんどん得する使い方  

お財布やめたらお金が増えた！ 福島 えみ子／著 河出書房新社 338  

「伝えたつもり」をなくす本 中山 マコト／著 総合法令出版 361.4  

もらえる年金が本当にわかる本 '19－'20年版  

下山 智恵子／著 成美堂出版 364.6  

AI時代の労働の哲学 稲葉 振一郎／著 講談社 366.2  

吃音と就職 先輩から学ぶ上手に働くコツ 飯村 大智／著 学苑社 366.2  

Q&Aハラスメントをめぐる諸問題  

セクハラ・パワハラ・マタハラ・アカハラ・モラハラ  

山梨県弁護士会／編集 ぎょうせい 366.3  

徴用工裁判と日韓請求権協定 韓国大法院判決を読み解く 

 山本 晴太／著 現代人文社 366.8  

母と娘はなぜ対立するのか 女性をとりまく家族と社会  

阿古 真理／著 筑摩書房 367.21  

１，２分でできる！シニアにウケる爆笑体操４４  

斎藤 道雄／著 黎明書房 367.9  

完璧な終活 後悔しない「死」の準備  

サンデー毎日&エコノミスト Premium 毎日新聞出版 367.9  

僕が違法薬物で逮捕され NHKをクビになった話  

塚本 堅一／著 ベストセラーズ 368.6  

ソーシャルワーカー 「身近」を革命する人たち 井手 英策／著 筑摩書房 369  

この国の不寛容の果てに 相模原事件と私たちの時代  

雨宮 処凛／編著 大月書店 369.2  

緊急防災ハンドブック 地震・水害・火災から守る  

日本能率協会マネジメントセンター／編  

日本能率協会マネジメントセンター 369.3  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

真夜中の陽だまり ルポ・夜間保育園 三宅 玲子／著 文藝春秋 369.4  

不登校になって伸びた 7つの能力 小・中・高に通わずに大学へ行った私が伝え

たい 吉田 晃子／著 廣済堂出版 371.4  

教育のワールドクラス 21世紀の学校システムをつくる  

アンドレアス・シュライヒャー／著 明石書店 373.1  

発達障害児の偏食改善マニュアル 食べられるってうれしいね 

 藤井 葉子／編著 中央法規出版 378  

手話通訳者になろう 木村 晴美／著 白水社 378.2  

柳田国男 感じたるまゝ 鶴見 太郎／著 ミネルヴァ書房 380.1  

 

祇園の祇園祭 神々の先導者宮本組の一か月 澤木 政輝／著 平凡社 386.2  

戦略の形成 上 支配者、国家、戦争  

ウィリアムソン・マーレー／編著 筑摩書房 391.3  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

自然は導く 人と世界の関係を変えるナチュラル・ナビゲー 

ション ハロルド・ギャティ／著 みすず書房 407  

数学パズル 地頭がきたえられる！数とカタチの謎解き問題 

 ニュートンプレス 410.7  

こんなに便利な対数とベクトル 実例で基礎から学ぶ 科学に必須の道具  

ニュートンプレス 413.5  

高次元空間を見る方法 次元が増えるとどんな不思議が起こるのか  

小笠 英志／著 講談社 415.2  

よくわかる最新実験計画法の基本と仕組み  

実験の効率化と解析の全手法を解説 森田 浩／著 秀和システム 417.7  

隠された十字架江戸の数学者たち 関孝和はキリシタン宣教師に育てられた  

六城 雅敦／著 秀和システム 419.1  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

エイリアン 科学者たちが語る地球外生命  

ジム・アル＝カリーリ／編 紀伊國屋書店 440.4/ｱ 

宮沢賢治の地学実習 柴山 元彦／著 創元社 450  

地図とデータで見る気象の世界ハンドブック  

フランソワ＝マリー・ブレオン／著 原書房 451.8  

アリストテレス生物学の創造 上・下  

アルマン・マリー・ルロワ／著 みすず書房 460  

シリーズ人体 遺伝子 健康長寿、容姿、才能まで秘密を解明！ 

 NHKスペシャル「人体」取材班／著 講談社 467.2  

歴史の中の植物 花と樹木のヨーロッパ史 遠山 茂樹／著 八坂書房 470.4/ﾄ 

まちの植物のせかい そんなふうに生きていたのね  

鈴木 純／文・写真 雷鳥社 470.7  

きのこの教科書 観察と種同定の入門 佐久間 大輔／著 山と溪谷社 474.8  

街の水路は大自然 1.8kmの川で出会った野生動物たち  

野上 宏／著 築地書館 482.15  

あなたは嫌いかもしれないけど、とってもおもしろい蚊の話  

日本の蚊 34種類図鑑付き 三條場 千寿／著 山と溪谷社 486.9  

日本のカメ・トカゲ・ヘビ 写真検索 富田 京一／解説 山と溪谷社 487.9  

家畜化という進化 人間はいかに動物を変えたか  

リチャード・C.フランシス／著 白揚社 489  

猫脳がわかる！ 今泉 忠明／著 文藝春秋 489.5  

いのちの終いかた 「在宅看取り」一年の記録  

下村 幸子／著 NHK出版 490.4/ｼ 

あなたの脳のしつけ方 目からウロコの「実践」脳科学  

中野 信子／著 青春出版社 491.37  

命を守る、救える！応急手当<イラスト図解>事典 ケガ事故急病災害時に！  

横田 裕行／監修 主婦と生活社 492.29  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

内臓脂肪を落とす名医のワザ 決定版！ 栗原 毅／監修 宝島社 493.12  

大腸がん病後のケアと食事 手術後・退院後のベストパートナー 

 上野 秀樹／監修 法研 493.46  

専門医が教える症状から見た睡眠障害の診断と治療  

患者に合わせた最新の検査から医療まで 山口 祐司／著 現代書林 493.7  

脳卒中の再発を防ぐ本 イラスト版 平野 照之／監修 講談社 493.73  

ウルトラ図解不安障害・パニック 正しく理解して対応・克服するためのガイド 

福西 勇夫／監修 法研 493.74 

統合失調症とのつきあい方がわかる本  

北林 百合之介／著 幻冬舎メディアコンサルティング 493.76  

「がん」を切らずに治す陽子線治療 「乳がん治療」の新たな挑戦 

 永田 良一／著 PHP研究所 494.5  

<山口式>自力で白内障・緑内障・黄斑変性を治す本  

視力回復博士絶対おすすめ！ 山口 康三／著 主婦の友社 496.3  

60分でわかる！AI医療&ヘルスケア最前線  

進化する AIが医療のすべてを変える！ 三津村 直貴／著 技術評論社 498  

毛細血管は「腸活」で強くなる アンチエイジングの切り札！ 

 藤田 紘一郎／著 ワニ・プラス 498.3  

自律神経の名医が教える長生き事典 若さ回復！15のアプローチ  

小林 弘幸／著 世界文化社 498.38  

60歳からの「脳にいいこと」習慣 京都大学名誉教授が教える！ 

 久保田 競／著 三笠書房 498.39  

図解早分かり！今こそ知りたい「賞味期限」の新常識  

井出 留美／監修 宝島社 498.54  

女子栄養大学栄養のなるほど実験室  研究室で検証しました！ 

吉田 企世子／監修 女子栄養大学出版部 498.55  

DNA鑑定 犯罪捜査から新種発見、日本人の起源まで  

梅津 和夫／著 講談社 498.92  
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５００ 技術・工学・環境                                                                      

未来を変えるロボット図鑑 ルーシー・ロジャーズ／ほか監修 創元社 501.9  

産業革命歴史図鑑 100の発明と技術革新  

サイモン・フォーティー／著 原書房 502  

ISO9001の規格と審査がこれ 1冊でしっかりわかる教科書  

福西 義晴／著 技術評論社 509.6  

まちの居場所 ささえる/まもる/そだてる/つなぐ  

日本建築学会／編 鹿島出版会 518.8  

戦国の山城を極める 厳選 22城 加藤 理文／著 学研プラス 521.8  

日本の住宅遺産 名作を住み継ぐ 伏見 唯／著 世界文化社 527  

月はすごい 資源・開発・移住 佐伯 和人／著 中央公論新社 538.9  

飯塚 昭三／著 日刊工業新聞社 546.5  

きちんと知りたい！電気自動車メカニズムの基礎知識  

166点の図とイラストで EVのしくみの「なぜ？」がわかる！  

AIに負けない子どもを育てる 21st Century Children  

新井 紀子／著 東洋経済新報社 548.1  

ルポ平成ネット犯罪 渋井 哲也／著 筑摩書房 548.3  

AI兵器と未来社会 キラーロボットの正体 栗原 聡／著 朝日新聞出版 559  

走れ！ダンボルギーニ！！  

宮城県石巻“おもしろい復興”をめざすおだづもっこ<お調子者>たち  

今野 英樹／著 方丈社 585.7  

高いワイン 知っておくと一目置かれる教養としての一流ワイン 

 渡辺 順子／著 ダイヤモンド社 588.5  

料理人にできること 美食の聖地サンセバスチャンからの伝言 

 深谷 宏治／著 柴田書店 596  
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６００ 産業・交通・通信                                                                                         

日本を救う未来の農業 イスラエルに学ぶ ICT農法  

竹下 正哲／著 筑摩書房 612.1  

川口由一自然農 完全版 川口 由一／監修 学研プラス 615  

トウガラシ大全 どこから来て、どう広まり、どこへ行くのか 

 スチュアート・ウォルトン／著 草思社 617.6  

タネの未来 僕が 15歳でタネの会社を起業したわけ  

小林 宙／著 家の光協会 626.1  

雑誌広告 2.0 編集部とつくる動画・イベント・商品が大反響！  

宣伝会議書籍部／編 宣伝会議 674.6  

日本の消費者は何を考えているのか？ 二極化時代のマーケティング  

野村総合研究所／著 東洋経済新報社 675.2  

「かぶオプ」の教科書 リスクを減らしてリターンを増やす株式投資の新常識  

安藤 希／著 ビジネス社 676.3  

逆境に克つ！ サンリオピューロランドを復活させた 25の思考 

 小巻 亜矢／著 ワニブックス 688.3  

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

失われたアートの謎を解く 青い日記帳／監修 筑摩書房 702  

もっと知りたい岸田劉生 生涯と作品 蔵屋 美香／著 東京美術 723.8/ｷ 

子を描く 水墨画年賀状 水墨画塾編集部／編 誠文堂新光社 724.1  

絵本のいま 2019-20 絵本作家 illustration編集部／編 玄光社 726.5  

悲しみを力に ダウン症の書家、心を照らす贈りもの  

金澤 翔子／書 PHP研究所 728.2/ｶ 

理系の書道家が科学の視点で考えた、誰でも字がうまくなるすごい方法  

岡部 修一／著 KADOKAWA 728.9  

100年後も伝えたい伝統折り紙 小林 一夫／著 日東書院本社 754.9  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

独裁者のデザイン ヒトラー、ムッソリーニ、スターリン、毛沢東の手法  

松田 行正／著 平凡社 757  

作曲の科学 美しい音楽を生み出す「理論」と「法則」  

フランソワ・デュボワ／著 講談社 761.8  

マーラー 吉田 秀和／著 河出書房新社 762.8/ﾏ 

クイーン全曲ガイド 石角 隆行／著  

シンコーミュージック・エンタテイメント 764.7  

玉三郎 勘三郎 海老蔵 平成歌舞伎三十年史  

中川 右介／著 文藝春秋 774.2  

映画はこうしてつくられる 山田宏一映画インタビュー集  

山田 宏一／著 草思社 778  

吉本興業の真実 大下 英治／著 青志社 779  

「地元チーム」がある幸福 スポーツと地方分権  

橘木 俊詔／著 集英社 780.21  

いちばんよくわかるピラティス・レッスン 中村 尚人／著 学研プラス 781  

超ラジオ体操 毎日４分で超快適！ 谷本 道哉／著 扶桑社 781.4 

平尾誠二名言録 人を動かす 120の言葉 平尾 誠二／著 宝島社 783.4  

阪急ブレーブス勇者たちの記憶 読売新聞阪神支局／著 中央公論新社 783.7  

ロープワーク 水野 隆信／監修 山と溪谷社 786  

叱られ、愛され、大相撲！ 「国技」と「興行」の一〇〇年史  

胎中 千鶴／著 講談社 788.1  

身近な花でできる茶花の入れ方 渡辺 宗恵／著 世界文化社 791.6  

 

８００ 語学                                                        

現地嫌いなフィールド言語学者、かく語りき。 吉岡 乾／著 創元社 804/ﾖ 

日本語と論理 哲学者、その謎に挑む 飯田 隆／著 NHK出版 810.1  
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◆◆◆８００ 語学（つづき）◆◆◆ 

はじめてのかんじ ブレット・メイヤー／著 Jリサーチ出版 810.7  

車内アナウンスに革命を起こした「英語車掌」の英語勉強法 

「英語ダメダメ」発「英語ペラペラ」行き 関 大地／著 ベレ出版 830.7  

３語でできるオリンピック&パラリンピック英会話  

カン・アンドリュー・ハシモト／著 DHC 837.1  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

夢ひらく彼方へ 上 ファンタジーの周辺 渡辺 京二／著 亜紀書房 902.3  

あまんきみこハンドブック あまんきみこ研究会／編著 三省堂 909/ｱ 

宮沢賢治はなぜ教科書に掲載され続けるのか  

構 大樹／著 大修館書店 910.2/ﾐ 

入門万葉集 上野 誠／著 筑摩書房 911.12  

くりかえし読みたい名俳句１０００ 今井 義和／選 彩図社 911.3  

シルバー川柳 特別編４ みやぎシルバーネット／著 河出書房新社 911.4  

純粋な幸福 辺見 庸／著 毎日新聞出版 911.5/ﾍ 

NHK大河ドラマ「いだてん」完全シナリオ集 1部  

宮藤 官九郎／著 文藝春秋 912.7/ｸ 

やすらぎの刻(とき)ー道ー ２ 倉本 聰／著 双葉社 912.7/ｸ 

平治物語 全訳注 谷口 耕一／全訳注 講談社 913.4  

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

Medium 霊媒探偵城塚翡翠 相沢 沙呼／著 講談社 913.6/ｱｲｻ 

氏真、寂たり 秋山 香乃／著 静岡新聞社 913.6/ｱｷﾔ 

アスリーツ あさの あつこ／著 中央公論新社 913.6/ｱｻﾉ 

マリアさま いしい しんじ／著 リトルモア 913.6/ｲｼｲ 

絶望スクール 石田 衣良／著 文藝春秋 913.6/ｲｼﾀ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

湘南夫人 石原 慎太郎／著 講談社 913.6/ｲｼﾊ 

神とさざなみの密室 市川 憂人／著 新潮社 913.6/ｲﾁｶ 

きみはだれかのどうでもいい人 伊藤 朱里／著 小学館 913.6/ｲﾄｳ 

流葉断の太刀 裏用心棒譚 2 上田 秀人／著 徳間書店 913.6/ｳｴﾀ 

展望塔のラプンツェル 宇佐美 まこと／著 光文社 913.6/ｳｻﾐ 

噓と正典 小川 哲／著 早川書房 913.6/ｵｶﾜ 

楽園の真下 荻原 浩／著 文藝春秋 913.6/ｵｷﾜ 

縁 小野寺 史宜／著 講談社 913.6/ｵﾉﾃ 

たそがれダンサーズ 桂 望実／著 中央公論新社 913.6/ｶﾂﾗ 

定価のない本 門井 慶喜／著 東京創元社 913.6/ｶﾄｲ 

某 川上 弘美／著 幻冬舎 913.6/ｶﾜｶ 

土に贖う 河崎 秋子／著 集英社 913.6/ｶﾜｻ 

虎を追う 櫛木 理宇／著 光文社 913.6/ｸｼｷ 

そして、生きる 岡田 惠和／作 トゥーヴァージンズ 913.6/ｸﾆｲ 

逃避行 小杉 健治／著 双葉社 913.6/ｺｽｷ 

妻の終活 坂井 希久子／著 祥伝社 913.6/ｻｶｲ 

プルースト効果の実験と結果 佐々木 愛／著 文藝春秋 913.6/ｻｻｷ 

ナポレオン ２ 佐藤 賢一／著 集英社 913.6/ｻﾄｳ 

佐藤洋二郎小説選集 １ 佐藤 洋二郎／著 論創社 913.6/ｻﾄｳ 

スナック墓場 嶋津 輝／著 文藝春秋 913.6/ｼﾏｽ 

あの日に帰りたい 駐在日記 小路 幸也／著 中央公論新社 913.6/ｼﾖｳ 

ノワールをまとう女 神護 かずみ／著 講談社 913.6/ｼﾝｺ 

義元、遼たり 鈴木 英治／著 静岡新聞社 913.6/ｽｽｷ 

髪結おれん 恋情びんだらい 千野 隆司／著 KADOKAWA 913.6/ﾁﾉ 

わたしの良い子 寺地 はるな／著 中央公論新社 913.6/ﾃﾗﾁ 

廃墟の白墨 遠田 潤子／著 光文社 913.6/ﾄｳﾀ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

銀の匙 中 勘助／作 朝日出版社 913.6/ﾅｶ 

死にゆく者の祈り 中山 七里／著 新潮社 913.6/ﾅｶﾔ 

競歩王 額賀 澪／著 光文社 913.6/ﾇｶｶ 

罪と祈り 貫井 徳郎／著 実業之日本社 913.6/ﾇｸｲ 

法月綸太郎の消息 法月 綸太郎／著 講談社 913.6/ﾉﾘｽ 

犯人選挙 深水 黎一郎／著 講談社 913.6/ﾌｶﾐ 

カッコウの微笑み 福田 和代／著 双葉社 913.6/ﾌｸﾀ 

シークレット・ペイン 夜去医療刑務所・南病舎  

前川 ほまれ／著 ポプラ社 913.6/ﾏｴｶ 

屑の結晶 まさき としか／著 光文社 913.6/ﾏｻｷ 

空は逃げない まはら 三桃／著 小学館 913.6/ﾏﾊﾗ 

落日 湊 かなえ／著 角川春樹事務所 913.6/ﾐﾅﾄ 

遠い他国でひょんと死ぬるや 宮内 悠介／著 祥伝社 913.6/ﾐﾔｳ 

また明日 群 ようこ／著 幻冬舎 913.6/ﾑﾚ 

廉太郎ノオト 谷津 矢車／著 中央公論新社 913.6/ﾔﾂ 

風になる日 山田 深夜／著 双葉社 913.6/ﾔﾏﾀ 

絞首商會 夕木 春央／著 講談社 913.6/ﾕｳｷ 

雨に消えた向日葵 吉川 英梨／著 幻冬舎 913.6/ﾖｼｶ 

写楽とお喜瀬 吉川 永青／著 NHK出版 913.6/ﾖｼｶ 

イモムシ偏愛記 吉野 万理子／著 光文社 913.6/ﾖｼﾉ 

虹のような黒 連城 三紀彦／著 幻戯書房 913.6/ﾚﾝｼ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

漫画家入門 浅野 いにお／著 筑摩書房 914.6/ｱｻﾉ 

毎日、ふと思う １８ 帆帆子の日記 浅見 帆帆子／著 廣済堂出版 914.6/ｱｻﾐ 

育てて、紡ぐ。暮らしの根っこ 日々の習慣と愛用品  

小川 糸／著 扶桑社 914.6/ｵｶﾜ 
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◆◆◆９１４．６～９１７ 日本のエッセイ（つづき）◆◆◆ 

称えることば悼むことば 加藤周一推薦文・追悼文集  

加藤 周一／著 西田書店 914.6/ｶﾄｳ 

あらゆる小さな運命のこと 加藤 ミリヤ／著 河出書房新社 914.6/ｶﾄｳ 

老いの重荷は神の賜物 樹木 希林／著 集英社 914.6/ｷｷ 

海峡に立つ 泥と血の我が半生 許 永中／著 小学館 914.6/ｷﾖ 

自分のせいだと思わない。 小池一夫の人間関係に執着しない 233の言葉  

小池 一夫／著 ポプラ社 914.6/ｺｲｹ 

鴻上尚史のほがらか人生相談 息苦しい「世間」を楽に生きる処方箋  

鴻上 尚史／著 朝日新聞出版 914.6/ｺｳｶ 

空から森が降ってくる 小手鞠 るい／著 平凡社 914.6/ｺﾃﾏ 

希林さんといっしょに。 是枝 裕和／著 スイッチ・パブリッシング 914.6/ｺﾚｴ 

昭和とわたし 澤地久枝のこころ旅 澤地 久枝／著 文藝春秋 914.6/ｻﾜﾁ 

この道をどこまでも行くんだ 椎名 誠／著 新日本出版社 914.6/ｼｲﾅ 

タピオカミルクティーで死にかけた土曜日の午後 40代女子叫んでもいいですか 

辛酸 なめ子／著 PHP研究所 914.6/ｼﾝｻ 

揺れる心の真ん中で 夏生 さえり／著 幻冬舎 914.6/ﾅﾂｵ 

おだやかに生きるための人生相談 美輪 明宏／著 朝日新聞出版 914.6/ﾐﾜ 

ヤットコスットコ女旅 室井 滋／著 小学館 914.6/ﾑﾛｲ 

面白いとは何か？面白く生きるには？ 森 博嗣／著 ワニブックス 914.6/ﾓﾘ 

開高健のパリ 開高 健／著 集英社 915.6/ｶｲｺ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

ラヴクラフトの怪物たち 上 エレン・ダトロウ／編 新紀元社 933  

戦下の淡き光 マイケル・オンダーチェ／著 作品社 933/ｵ 

八人の招待客 Q.パトリック／著 原書房 933/ﾊ 

サイコセラピスト アレックス・マイクリーディーズ／著 早川書房 933/ﾏ 
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◆◆◆９２０～９９９ 外国の文学（つづき）◆◆◆ 

世界のはての少年 ジェラルディン・マコックラン／著 東京創元社 933/ﾏ 

アウシュヴィッツのタトゥー係 ヘザー・モリス／著 双葉社 933/ﾓ 

赤の大地と失われた花 ホリー・リングランド／著 集英社 933/ﾘ 

「失われた時を求めて」の完読を求めて  

「スワン家の方へ」精読 鹿島 茂／著 PHP研究所 950.2/ﾌ 

バルザック三つの恋の物語 オノレ・ド・バルザック／著 国書刊行会 953/ﾊ 

モンテーニュの言葉 人生を豊かにする 365の名言  

モンテーニュ／著 白水社 954/ﾓ 

最後の手紙 アントニエッタ・パストーレ／著 亜紀書房 973/ﾊ 

ソビエト・ミルク ラトヴィア母娘の記憶 ノラ・イクステナ／著 新評論 989/ｲ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

稲荷書店きつね堂 蒼月 海里／著 角川春樹事務所 BN/ｱｵ 

黄緑のネームプレート 杉原爽香<46歳の秋> 赤川 次郎／著 光文社 BN/ｱｶ 

火炎の乱 けんか中納言光圀 3 麻倉 一矢／著 徳間書店 BN/ｱｻ 

鄙の聖域 悪漢記者 安達 瑤／著 光文社 BN/ｱﾀ 

再雇用警察官 姉小路 祐／著 徳間書店 BN/ｱﾈ 

死者を笞打て 鮎川哲也事件簿 鮎川 哲也／著 光文社 BN/ｱﾕ 

小名木川 九頭竜覚山浮世綴 4 荒崎 一海／著 講談社 BN/ｱﾗ 

凶腕の獣、樹海の鬼 森林保護者フェイ・リー  

伊東 京一／著 徳間書店 BN/ｲﾄ 

戯作屋伴内捕物ばなし 稲葉 一広／著 早川書房 BN/ｲﾅ 

影がゆく 稲葉 博一／著 早川書房 BN/ｲﾅ 

謹慎 隠密船頭 3 稲葉 稔／著 光文社 BN/ｲﾅ 

覚悟しな悪党 隠居大名始末剣 2 沖田 正午／著 コスミック出版 BN/ｵｷ 

水平線がきらっきらっ さすらいのキャンパー探偵 2  

香納 諒一／著 双葉社 BN/ｶﾉ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

乙女の悲 編集者風見菜緒の推理 2  鏑木 蓮／著 角川春樹事務所 BN/ｶﾌ 

どくとるマンボウ青春の山 北 杜夫／著 山と溪谷社 BN/ｷﾀ 

驟雨ノ町 居眠り磐音 15佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

ふうふうつみれ鍋 居酒屋ぜんや 7 坂井 希久子／著 角川春樹事務所 BN/ｻｶ 

花 死ぬがよく候 3 坂岡 真／著 小学館 BN/ｻｶ 

美女二万両強奪のからくり 縮尻鏡三郎 9  佐藤 雅美／著 文藝春秋 BN/ｻﾄ 

貧乏神あんど福の神 田中 啓文／著 徳間書店 BN/ﾀﾅ 

魔弾の射手 天久鷹央の事件カルテ 5 知念 実希人／著 新潮社 BN/ﾁﾈ 

強奪 八丁堀「鬼彦組」激闘篇 6 鳥羽 亮／著 文藝春秋 BN/ﾄﾊ 

野望の果て 蛇足屋勢四郎 3 中村 朋臣／著 光文社 BN/ﾅｶ 

十津川警部長良川心中 西村 京太郎／著 新潮社 BN/ﾆｼ 

影裏 沼田 真佑／著 文藝春秋 BN/ﾇﾏ 

羽化 野口 卓／著 祥伝社 BN/ﾉｸ 

殺意・鬼哭 乃南 アサ／著 双葉社 BN/ﾉﾅ 

PO守護神の槍 警視庁身辺警戒員・片桐美波 深町 秋生／著 祥伝社 BN/ﾌｶ 

隠密旗本 本意にあらず 福原 俊彦／著 光文社 BN/ﾌｸ 

よろず屋お市 深川事件帖 誉田 龍一／著 早川書房 BN/ﾎﾝ 

花火がつお 神田まないたお勝手帖 2 槇 あおい／著 双葉社 BN/ﾏｷ 

翳った旋舞  松本 清張／著 光文社 BN/ﾏﾂ 

森毅ベスト・エッセイ 森 毅／著 筑摩書房 BN/ﾓﾘ 

渡りきれぬ橋 柳橋ものがたり 3 森 真沙子／著 二見書房 BN/ﾓﾘ 

あやかし夫婦は御伽噺とともに眠れ。 浅草鬼嫁日記 7 

友麻 碧／著 KADOKAWA BN/ﾕｳ 

ホームズの娘 横関 大／著 講談社 BN/ﾖｺ 

悪夢の絆 ゆめ姫事件帖 8 和田 はつ子／著 角川春樹事務所 BN/ﾜﾀ 

血路の報復 傭兵代理店・改 2 渡辺 裕之／著 祥伝社 BN/ﾜﾀ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

サイラス・マーナー ジョージ・エリオット／著 光文社 B/ｴﾘ 

誘発 キャサリン・コールター／著 二見書房 B/ｺﾙ 

われら ザミャーチン／著 光文社 B/ｻﾐ 

あなたを見てます大好きです ローラ・シムズ／著 早川書房 B/ｼﾑ 

堕落刑事 マンチェスター市警エイダン・ウェイツ  

ジョセフ・ノックス／著 新潮社 B/ﾉﾂ 

世界の混乱 アミン・マアルーフ／著 筑摩書房 B/ﾏｱ 

家なき子 上・下 完訳 エクトール・マロ／著 新潮社 B/ﾏﾛ 

アンの青春 『赤毛のアン』シリーズ 2 L.M.モンゴメリ／著 文藝春秋 B/ﾓﾝ 

わが母なるロージー ピエール・ルメートル／著 文藝春秋 B/ﾙﾒ 

 

Ｔ 暮らし                                                

夫が知らない家事リスト 野々村 友紀子／著 双葉社 T0  

日々のものさし 100 後藤 由紀子／著 パイインターナショナル T0  

メンズファッション the Best プロが教える、センスがなくても 

おしゃれに見える「大人の服選び」 晋遊舎 T0  

かしこく暮らす片づけ&収納術  

住まいのストレスをすっきり解消！ 学研プラス T0  

上から編むニット、横から編むニット 風工房／著 文化学園文化出版局 T13  

棒針で編む編み込み模様の帽子・ミトン・スヌード アップルミンツ T13  

刺しゅうでお直し 藤本 裕美／著 産業編集センター T15  

カード織りベルト織り Technique of Weaving  

箕輪 直子／著 マガジンランド T19  

脳活性手芸 頭の体操になる楽しい手作り ブティック社 T19  

飼える！ふやせる！メダカの本  

月刊アクアライフ編集部／編 エムピージェー T3  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

かわいい犬の手編み服 SS、S、M、L、LL ミカ／著 主婦の友社 T3  

天丼 かつ丼 牛丼 うな丼 親子丼 日本五大どんぶりの誕生 

 飯野 亮一／著 筑摩書房 T40  

親に届ける宅配ごはん 買い物不便も栄養不足も解決！  

岩崎 啓子／著 女子栄養大学出版部 T41  

小田 真規子／著 ダイヤモンド社 T41  

賢い冷蔵庫 ラクするためのおいしい下ごしらえ 瀬尾 幸子／著 NHK出版 T41  

季節でいただくまいにち薬味  

薬味が主役のレシピでからだをしっかりととのえる  

平尾 由希／著 主婦の友インフォス T43  

省スペースで作れるラクうま漬け物 石澤 清美／著 主婦の友社 T43  

でっかいパン バターも卵も使わない。「3分こね」でかーんたん！ 

 幸栄／著 主婦と生活社 T45  

ゆーママの“何度も作ってたどり着いた”かんたん焼き菓子レシピ 

 松本 有美／著 KADOKAWA T46  

家を買いたくなったら 長谷川 高／著 WAVE出版 T5  

グリーンウッドワーク 生木で暮らしの道具を作る  

久津輪 雅／著 学研プラス T5  

おっぱいからごはんまで 子どもの歯・口の発育と「食べる」の発達がわかる本  

井上 美津子／著 芽ばえ社 T8 

子育ては、なんとかなる！ 頑張り過ぎず、子どものいいところを伸ばす  

横山 路子／著 マイルスタッフ T9  
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Ｓ 日野市や地域・行政に関する資料                                                

発達障害白書 2020年版 日本発達障害連盟／編 明石書店 SQ4  

国土交通六法 令和元年版 社会資本整備編  

国土交通省大臣官房総務課／監修 東京法令出版 SW7  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

世界国勢図会 2019/20 世界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 R350.9  

見やすいカタカナ新語辞典 三省堂編修所／編 三省堂 R813.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

『おどろきの東京縄文人』 

瀧井宏臣/著 講談社 2014年 7 月 

2012 年 11 月東京都新宿区市谷加賀町二丁目のマンション工事現場で

「事件」が起こりました。大量の人骨が掘り出されたのです。 

殺人事件か！と思いきや、なんとそれは 11 体もの縄文時代の人骨でし

た。通常、縄文時代の人骨は海に近い貝塚から見つかることが多く、海岸

から離れた台地に、埋葬されたままのとてもきれいな状態で残っているこ

とはかなりめずらしいことだそうです。この本は、その調査プロジェクト

を本にしたものです。なぜ縄文時代の人骨が残っているのか？ 骨を調べ

ると何がわかるのか？等々。そしてその謎を解き明かす様々な人たち（例

えば刑事、復顔アーティスト）のプロフェッショナルさに脱帽です。児童

書ですが、大人もついつい夢中になるおもしろさ。東京の真ん中で発掘さ

れた歴史ロマン。ぜひお手に取ってみてください（表紙は怖いけど）。（Ｎ） 

    
 

 

 

 

 

 

 

   

11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 
13日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

28日（木） 10：30～ ― ― 

高幡図書館 
6日（水） 

15：00～ 15：30～ 16：00～ 
20日（水） 

日野図書館 20日（水） ― ― 16：00～ 

多摩平図書館 
14日（木） 10：30～ ― ― 

27日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

平山図書館 21日（木） 10：30～ ― ― 

百草図書館 22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 21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 11 月 12 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 

7 日 

 

21 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 

 1 日 

 

15 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） 

13 日 

27 日 

11 日 

25 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

14 日   

 

28 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 

  

8 日 

 

22 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 11 月・12 月巡回日

程 


