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２０１９年 12月 №244 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

12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 年末年始のお知らせ 

P.3 返却のお願いメールをはじめます 

P.4 「第４次日野市子ども読書活動推進計画 

（素案）」にご意見をお寄せください！ 

P.5 図書館に入った新しい本 

P.23 図書館員の本箱 

   12月のおはなし会 

P.24 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） 

2日  9日 16日 23日 29日～1月 4日 

市政図書室（日曜日・祝日） 1日  8日 15日 22日 29日～1月 3日 
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日頃より、日野市立図書館をご利用いただき、ありがとうございます。 

年末年始の開館日程をご案内します。 

 年内 年始 

中央図書館  高幡図書館  日野図書館  

多摩平図書館 平山図書館 百草図書館 
１２月２８日（土）まで １月５日（日）から 

市政図書室 １２月２８日（土）まで １月 4日（土）から 

ひまわり号巡回 １２月２７日（金）まで １月８日（水）から 

※１２月１５日（日）から１２月２８日（土）までの間に借りられた本の貸出期間と、 

用意できた予約本の取り置き期間は、変則的に３週間となります（下記参照）。 

 年末年始の貸出日／返却期限日対照表   
  ※予約資料の取り置き期限日もこれに準じます。 

貸出日 
（予約資料割当日） 

  貸出期限 
（予約資料取置き期限） 

12月 15日 （日） → 1月 5日 （日） 

12月 16日 （月） → 1月 6日 （月） 

（市政図書室のみ開館）  （市政図書室のみ開館） 

12月 17日 （火） → 1月 7日 （火） 

12月 18日 （水） → 1月 8日 （水） 

12月 19日 （木） → 1月 9日 （木） 

12月 20日 （金） → 1月 10日 （金） 

12月 21日 （土） → 1月 11日 （土） 

12月 22日 （日） → 1月 12日 （日） 

12月 23日 （月） → 1月 14日 （火） 
（市政図書室のみ開館）     （市政図書室は 13日休館）  

12月 24日 （火） → 1月 14日 （火） 

12月 25日 （水） → 1月 15日 （水） 

12月 26日 （木） → 1月 16日 （木） 

12月 27日 （金） → 1月 17日 （金） 

12月 28日 （土） → 1月 18日 （土） 

 

≪年末年始のお知らせ≫ 
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返却のお願いメールをはじめます 

 

 従来から行っている郵便や電話でのご連絡のほかに、 

図書館にメールアドレスを登録されている方には、返却のお願

いメールを配信します。 

もし、郵便・電話とメールが重なってしまったときはご容赦く

ださい。多くの方に図書館資料を有効にご利用していただくた

め、皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 

メールを送る対象 

メールアドレスを登録されている方で、返却期日から一定期

間経過している方資料が対象です。 

 

図書館からのお願い 

・返却が遅れている資料を正確にお知らせするために 

「利用者カード番号の下 4桁」、「資料名」、「資料番号」 

「貸出館」、「返却期日」を表示したメールを送信します。 

・ご家族などで同一のメールアドレスを登録されている場合は、

そのメールアドレス宛に該当資料の送信がされますのでご

注意ください。 

 

「返却のお願いメール」送信開始時期 

 

令和元年（２０１９年）１２月３日（火）より 
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「第４次日野市子ども読書活動推進計画（素案）」に 

ご意見をお寄せください！ 
 

市では、子どもの読書活動を推進していくための計画の素案を作成しま

した。市民の皆さまのご意見をお寄せください。 

 なお、計画（案）は、市政図書室、市内各図書館、七生支所、豊田駅連

絡所、図書館ホームページでご覧になれます。 

※各施設の開館日・開館時間内にお訪ね下さい。 

計画期間：令和 2 年度～令和 6 年度（５年） 

基本理念：本のむこうに きっとみつかる それぞれの未来 

基本方針：①すべての子どもたちが、身近に本と出あえる環境づくり 

②子どもたちが、自ら読書の楽しさを発信する取り組み 

③子どもと本をつなぐ活動をする人たちが連携する仕組 

みの充実 

ご意見受付期間：12 月 10 日（火）～１月 10 日（金）※必着 

ご意見受付方法：郵送・Ｅメール・持参・FAX 

送付先：〒191-0053 豊田 2-49-2 中央図書館    

Ｅメールアドレス library@city.hino.lg.jp 

FAX (042-586-0579) 

「子ども読書活動推進計画」担当まで 

または、各図書館にご持参ください。 

必須記入事項：氏名（団体名）、住所 

※必須事項が記載されていない意見書は取扱いできません。 

 ※問合せは、中央図書館まで（042-586-0584） 

              

 

 

mailto:library@city.hino.lg.jp


5 

 

図書館に入った 新 し い 本 
9月 27日から 10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                                       

学校司書研修ガイドブック 現場で役立つ 23のプログラム  

学校図書館まなびの会／著 玉川大学出版部 017  

ひらめきアイデアノート 学校図書館 竹内 純子／著 少年写真新聞社 017  

果てしのない本の話 続々 岡本 仁／著 オークラ出版 019  

BOOKMARK 翻訳者による海外文学ブックガイド  

金原 瑞人／編 CCCメディアハウス 019  

本を読めなくなった人のための読書論 若松 英輔／著 亜紀書房 019  

ディープフェイクと闘う 「スロージャーナリズム」の時代  

松本 一弥／著 朝日新聞出版 070.1  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

新しい哲学の教科書 現代実在論入門 岩内 章太郎／著 講談社 115.4  

哲学は対話する プラトン、フッサールの<共通了解をつくる方法>  

西 研／著 筑摩書房 116.7  

井筒俊彦ざんまい 若松 英輔／編 慶應義塾大学出版会 121.9  

哲学の解剖図鑑 「知」の歴史がマルわかり  

小須田 健／著 エクスナレッジ 130  

ヒトの発達の謎を解く 胎児期から人類の未来まで  

明和 政子／著 筑摩書房 143  

江原さん、こんなしんどい世の中で生きていくにはどうしたらいいですか？  

江原 啓之／著 祥伝社 147  
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◆◆◆１００ 哲学・心理学・宗教（つづき）◆◆◆ 

近代日本の国体論 <皇国史観>再考 昆野 伸幸／著 ぺりかん社 155  

ハートドリブン 目に見えないものを大切にする力  

塩田 元規／編著 幻冬舎 159  

ミレニアル世代革新者たち ヤンキー再生道場、はみ出せ学界 

 日本経済新聞社／編 日本経済新聞出版社 159.7  

るるぶ西国三十三所めぐり JTBパブリッシング 186.9  

老いを超える生き方 枡野 俊明／著 朝日新聞出版 188.8  

悩めるローマ法王フランシスコの改革 秦野 るり子／著 中央公論新社 198.2  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

令和誕生 退位・改元の黒衣たち 読売新聞政治部／著 新潮社 210.9  

戸籍が語る古代の家族 今津 勝紀／著 吉川弘文館 213  

朝廷の戦国時代 武家と公家の駆け引き 神田 裕理／著 吉川弘文館 214.7  

大御所徳川家康 幕藩体制はいかに確立したか  

三鬼 清一郎／著 中央公論新社 215.2  

父渋沢栄一 渋沢 秀雄／著 実業之日本社 281/ｼ 

皇居の歩き方 最後の秘境 竹内 正浩／著 小学館 288.4  

持統天皇 壬申の乱の「真の勝者」 瀧浪 貞子／著 中央公論新社 288.4  

「日本国紀」の天皇論 百田 尚樹／著 産経新聞出版 288.4  

汪兆銘と胡耀邦 民主化を求めた中国指導者の悲劇  

柴田 哲雄／著 彩流社 289.8/ｵ 

超詳細！東京さんぽ地図 '20 昭文社 291  

日本夜景遺産 丸々 もとお／著 河出書房新社 291  

日帰り鉄道さんぽ 首都圏版 『旅と鉄道』編集部／編 天夢人 291.3  

奥東京人に会いに行く 大石 始／著 晶文社 291.36  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

鎌倉オチビサンポ 花ごよみとめぐる旅  

安野 モヨコ／監修 パイインターナショナル 291.37  

新しい古代史へ ２ 平川 南／著 吉川弘文館 291.51  

中国古鎮をめぐり、老街をあるく 多田 麻美／著 亜紀書房 292.2  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

「国家の衰退」からいかに脱するか 大前 研一／著 小学館 304/ｵ 

インドが変える世界地図 モディの衝撃 広瀬 公巳／著 文藝春秋 312.25  

地域から国民国家を問い直す  

スコットランド、カタルーニャ、ウイグル、琉球・沖縄などを事例として  

奥野 良知／編著 明石書店 313  

在日コリアン弁護士から見た日本社会のヘイトスピーチ  

差別の歴史からネット被害・大量懲戒請求まで 金 竜介／編 明石書店 316.81  

公務員女子のおしごと帳 自分もまわりもうまくいく！  

村川 美詠／著 学陽書房 318.3  

沖縄・辺野古から考える、私たちの未来 デニー知事激白！ 

 玉城 デニー／著 高文研 319.8  

親のお金守ります 小早川 浩／著 自由国民社 324  

どこでも刑法#総論 和田 俊憲／著 有斐閣 326.1  

なぜ元公務員はいっぺんにおにぎり３５個を万引きしたのか  

ビジネスマン裁判傍聴記 北尾 トロ／著 プレジデント社 327.6  

二重国籍と日本 国籍問題研究会／編 筑摩書房 329.9  

ホモ・デジタリスの時代 AIと戦うための(革命の)哲学  

ダニエル・コーエン／著 白水社 332  

アメリカが韓国経済をぶっ壊す！ 大波乱の世界経済で日本は生き残れるか  

朝倉 慶／著 ビジネス社 333.6  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

人口減少社会のデザイン 広井 良典／著 東洋経済新報社 334.31  

他者と働く 「わかりあえなさ」から始める組織論  

宇田川 元一／著 ニューズピックス 336.3  

外国人労働者の採用・雇用をめぐる実務相談 Q&A  

若松 絵里／著 清文社 336.4  

編集思考 異質なモノをかけ合わせ、新たなビジネスを生み出す  

佐々木 紀彦／著 ニューズピックス 336.4  

ドル化とは何か 日本で米ドルが使われる日 土田 陽介／著 筑摩書房 338.9  

最新図解消費税のしくみと実務がわかる本  

小池 正明／著 日本実業出版社 345.7  

哲学者マクルーハン 知の抗争史としてのメディア論  

中澤 豊／著 講談社 361.25  

コミュニティと都市の未来 新しい共生の作法 吉原 直樹／著 筑摩書房 361.4  

孤立する都市、つながる街 保井 美樹／編著 日本経済新聞出版社 361.4  

助けて！ママ友地獄…。 大手小町編集部／編 廣済堂出版 361.4  

みんなにお金を配ったら ベーシックインカムは世界でどう議論 

されているか？ アニー・ローリー／著 みすず書房 364  

はじめての iDeCo 宮崎 哲也／著 秀和システム 364.6  

芝園団地に住んでいます 住民の半分が外国人になったとき何が起きるか  

大島 隆／著 明石書店 365.3  

退職代行 「辞める」を許さない職場の真実  

小澤 亜季子／著 SBクリエイティブ 366.2  

あらましと Q&Aでわかるハラスメント対策  

大橋 さやか／編著 金融財政事情研究会 366.3  

トラジャ JR「革マル」30年の呪縛、労組の終焉  

西岡 研介／著 東洋経済新報社 366.6  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

「徴用工問題」とは何か？ 韓国大法院判決が問うもの  

戸塚 悦朗／著 明石書店 366.8  

外国人労働者受け入れを問う 宮島 喬／著 岩波書店 366.8  

過労死 110番 働かせ方を問い続けて 30年 森岡 孝二／編 岩波書店 366.9  

メアリ・ビーアドと女性史 日本女性の真力を発掘した米歴史家 

上村 千賀子／著 藤原書店 367.2 

「姐御」の文化史 幕末から近代まで教科書が教えない女性史 

 伊藤 春奈／著 DU BOOKS 367.21  

パパは女子高生だった 女の子だったパパが最高裁で逆転勝訴してつかんだ家族

のカタチ 前田 良／著 明石書店 367.6  

認知症の人と一緒に作るアルバム自分史  

症状が緩和され笑顔が戻る魔法のケア 北林 陽児／著 翔泳社 367.9  

黄金州の殺人鬼 凶悪犯を追いつめた執念の捜査録  

ミシェル・マクナマラ／著 亜紀書房 368.6  

自衛隊防災 BOOK ２ マガジンハウス／編集 マガジンハウス 369.3  

二十歳になった子育てネットワーク 子育て支援を前進させた NPOの軌跡  

坂本 純子／著 幻冬舎メディアコンサルティング 369.4  

不登校になって本当に大切にするべき親子の習慣  

わが子を笑顔にするために、今すぐできること 菜花 俊／著 青春出版社 371.4  

大人のための道徳教科書 齋藤 孝／著 育鵬社 375.3  

うちの子保育園で何してる？ グローバルキッズ保育園／協力 KADOKAWA 376.1  

歴史のなかの東大闘争 得たもの、残されたこと  

大窪 一志／著 本の泉社 377.9  

DVD と動画でわかるはじめての手話 モンキー高野／著 ナツメ社 378.2  

食べ物の民俗考古学 木の実と調理道具 名久井 文明／著 吉川弘文館 383.8  

 

 

 

 



10 

 

◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

生活道具の民俗考古学 籠・履物・木割り楔・土器  

名久井 文明／著 吉川弘文館 383.9  

お弔いの現場人 ルポ葬儀とその周辺を見にいく  

朝山 実／著 中央公論新社 385.6  

虫への祈り 虫塚・社寺巡礼 柏田 雄三／著 創森社 387  

戦略の形成 下 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  

ヴェノナ 解読されたソ連の暗号とスパイ活動  

ジョン・アール・ヘインズ／著 扶桑社 391.6  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

科学者が消える ノーベル賞が取れなくなる日本  

岩本 宣明／著 東洋経済新報社 402.1  

理科の謎、きちんと説明できますか？ 文系もすっきり納得の 20話  

左巻 健男／監修 PHP研究所 404  

なぜ科学を学ぶのか 池内 了／著 筑摩書房 407  

数の概念 高木 貞治／著 講談社 412  

統計分布を知れば世界が分かる 身長・体重から格差問題まで 

 松下 貢／著 中央公論新社 417.6  

「ファインマン物理学」を読む  

量子力学と相対性理論を中心として 竹内 薫／著 講談社 421  

地質学者ナウマン伝 フォッサマグナに挑んだお雇い外国人 

 矢島 道子／著 朝日新聞出版 450.2/ﾅ 

鉱物(いし)語り エピソードで読むきれいな石の本 藤浦 淳／著 創元社 459  

動物たちが教えてくれた「良い生き物」になる方法  

サイ・モンゴメリー／著 河出書房新社 480.4/ﾓ 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

動物園&水族館ベストランキング 晋遊舎 480.7  

日本の淡水魚 写真検索 細谷 和海／編・監修 山と溪谷社 487.5  

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  

図説ヨーロッパから見た狼の文化史  

ミシェル・パストゥロー／著 原書房 489.5  

ヒトは 120歳まで生きられるのか 生命科学の最前線  

田原 総一朗／著 文藝春秋 490.4/ﾀ 

カラー図解人体誕生 からだはこうして造られる  

山科 正平／著 講談社 491.2  

千葉大学医学部付属病院が教える毎日おいしいコレステロール・中性脂肪対

策レシピ 311 最新版 横手 幸太郎／監修 学研プラス 493.2 

血管が若返るクスリになる健康鍋  

切れない 詰まらない しなやか 島田 和幸／監修 KADOKAWA 493.24  

大腸を切った人のための毎日おいしいレシピ 200  

手術後すぐから、普通の食事まで 塩澤 学／監修 学研プラス 493.46  

ロコモに負けないために 知っておきたい、予防と治療法  

梶川 博／著 幻冬舎メディアコンサルティング 493.6  

惨事ストレスとは何か 救援者の心を守るために  

松井 豊／著 河出書房新社 493.74  

痴漢外来 性犯罪と闘う科学 原田 隆之／著 筑摩書房 493.74  

いのちは輝く わが子の障害を受け入れるとき  

松永 正訓／著 中央公論新社 493.95  

子どもをじょうぶにする食事は、時間もお金も手間もかからない 

 幕内 秀夫／著 ブックマン社 493.98  

命の食事 大切な人をがんから守るため今できること  

南雲 吉則／著 主婦の友社 494.5  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

がんになったらまず読む本 これだけ知っておけば、治療も生活も迷わない  

保坂 隆／著 朝日新聞出版 494.5  

ビジュアル解説 腎臓病は運動で改善する！ 驚きの実績！ 

東北大学式腎臓リハビリ 上月 正博／著 学研プラス 494.93  

乳がん治療をのりきる生活・食事・お金 山内 英子／監修 主婦の友社 495.46  

子どもの目を良くする親、悪くする親 目で将来苦労させないために知っておくべ

きこと 平松 類／共著 時事通信出版局 496  

主治医に聞けない聞いてもわからない緑内障の疑問・悩み専門医がズバリ解

決！治す新常識がわかる Q&A あなたも眼圧コントロールできる！  

わかさ出版／編集 わかさ出版 496.36  

家族でできる“言葉と飲み込み”リハビリ全集 在宅のための言語聴覚療法  

LE在宅・施設訪問看護リハビリステーション／著 BABジャパン 496.9  

心とカラダの正しい休ませ方 “頑張りすぎの私”がもっとラクになる  

日経 WOMAN編集部／編 日経 BP 498.3  

最高のパフォーマンスを実現する超健康法  

メンタリスト DaiGo／著 PHP研究所 498.3  

10歳若くなる声トレ・のどトレ・歌トレ  

70歳でも遅くない。声を鍛えて健康寿命を伸ばす本 玉澤 明人／著 法研 498.3  

ウォーキングの科学 10歳若返る、本当に効果的な歩き方  

能勢 博／著 講談社 498.35  

加工食品の危ないカラクリ 郡司 和夫／著 宝島社 498.54  

ダイエット幻想 やせること、愛されること 磯野 真穂／著 筑摩書房 498.58  

医者はジェネリックを飲まない 志賀 貢／著 幻冬舎 499.1  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

エネルギーの愉快な発明史 セドリック・カルル／監修 河出書房新社 501  

水道が危ない 菅沼 栄一郎／著 朝日新聞出版 518.1  
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◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 

ザ・ソウル・オブくず屋 SDGsを実現する仕事 東 龍夫／著 コモンズ 518.5  

僕の街に「道路怪獣」が来た 現代の道路戦争  

山本 俊明／著 緑風出版 518.8  

自動車工学の基礎理論 エンジン・シャシー・走行性能  

林 義正／著 グランプリ出版 537  

電源防衛戦争 電力をめぐる戦後史 田中 聡／著 亜紀書房 540.9  

太陽光発電の「卒 FIT」入門 本橋 恵一／共著 オーム社 543.7  

最強に面白い！！人工知能 ディープラーニング編 ニュートンプレス 548.1  

イノベーターズ １・２ 天才、ハッカー、ギークがおりなすデジタル革命史  

ウォルター・アイザックソン／著 講談社 548.2  

Twitter完全マニュアル ビジネスにも役立つ！  

八木 重和／著 秀和システム 548.3  

ココが知りたかった！改正化審法対応の基礎  

中西 貴之／著 技術評論社 574  

よくわかる最新プラスチックの仕組みとはたらき  
最新技術と環境対策まで基本から学ぶ 桑嶋 幹／著 秀和システム 578.4  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

図解知識ゼロからのコメ入門 生産 消費動向 制度 流通 文化 

 八木 宏典／監修 家の光協会 611.3  

農業新時代 ネクストファーマーズの挑戦 川内 イオ／著 文藝春秋 612.1  

コトラーのソーシャル・マーケティング 地球環境を守るために 

 フィリップ・コトラー／ほか著 ミネルヴァ書房 675  

西武鉄道のすべて 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 686.21  

私、失敗ばかりなので へこたれない仕事術 内山 聖子／著 新潮社 699.6  

東映ヒーローMAX VOLUME60(2019AUTUMN) 辰巳出版 699.9  
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７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

現代美術史 欧米、日本、トランスナショナル  

山本 浩貴／著 中央公論新社 702  

ゴッホとゴーギャン 近代絵画の軌跡 木村 泰司／著 筑摩書房 723  

水墨で描くやさしいはがき絵 四季の草花・風物と十二支  

塩澤 玉聖／著 日貿出版社 724.1  

絵本むかし話ですよ ２ 五味 太郎／著 方丈社 726.5  

狂瀾怒濤 あるいは、ブラックドール騒動  

エドワード・ゴーリー／著 河出書房新社 726.5  

古い絵本の物語 寺村 摩耶子／著 青土社 726.5  

特殊印刷・加工事典 デザイナーのための制作ガイド&アイデア集  

フレア／著 SBクリエイティブ 749.7  

金繕いの本 大切なうつわを直したい 白鳥 由加利／著 ブティック社 752  

暮らしにいかすにっぽんの布 石村 由起子／ほか講師 NHK出版 753.3  

くすだま折りの花小物  

同じパーツをつないで作る暮らしを彩るくすだま折りのインテリア  

久保 満里子／著 ブティック社 754.9  

レザークラフトの便利帳 革のすべてを知って作る  

宮坂 敦子／著 誠文堂新光社 755.5  

ホロヴィッツと巨匠たち 吉田 秀和／著 河出書房新社 762.8  

ショパン全書簡 1831ー1835年 ショパン／著 岩波書店 762.8/ｼ 

土曜の朝と日曜の夜の音楽。 &Music マガジンハウス 764.7  

12人の花形伝統芸能 覚悟と情熱 中井 美穂／著 中央公論新社 772.1  

蜷川幸雄と「蜷の綿」 蜷川 幸雄／著 河出書房新社 772.1  

スターは楽し 映画で会いたい 80人 芝山 幹郎／著 文藝春秋 778.28  

五代目圓楽と「星の王子さま」 三遊亭 栄楽／著 彩流社 779.1  

いちばんわかりやすいテーピング  しくみがわかり正確に巻ける！ 

 花岡 美智子／監修 成美堂出版 780.1  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

消えた球団高橋ユニオンズ 1954ー1956  

本当にプロ野球史上最弱球団だったのか 野球雲編集部／編 ビジネス社 783.7  

阪神タイガース 1985-2003 中川 右介／著 筑摩書房 783.7  

ロープワーク 水野 隆信／監修 山と溪谷社 786  

奥多摩・奥秩父 山岳写真 ASA／著 山と溪谷社 786.1  

日本百名山山あるきガイド 2019下 JTBパブリッシング 786.1  

部活で差がつく！勝つ弓道上達のポイント 50  

高柳 憲昭／監修 メイツ出版 789.5  

もっと夢中になる！トランプの本 ゲーム マジック 占い  

草場 純／著 主婦の友社 797.2  

８００ 語学                                                        

５秒で見分ける！日本語と日本誤  

間違いだらけ！知らずに使っているヘンな言い方！  

吉川 スミス／著 辰巳出版 810.4/ﾖ 

「言いたいこと」から引ける敬語辞典 西谷 裕子／編 東京堂出版 815.8  

ニューエクスプレスプラス モンゴル語 橋本 勝／著 白水社 829.55  

英語の決定版 電話からメール、プレゼンから敬語まで  

マヤ・バーダマン／著 朝日新聞出版 837.8  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

世界物語大事典 ローラ・ミラー／総合編集 三省堂 902  

この名作がわからない 小谷野 敦／著 二見書房 904/ｺ 

「松本清張」で読む昭和史 原 武史／著 NHK出版 910.2/ﾏ 

匂いと香りの文学誌 真銅 正宏／著 春陽堂書店 910.26  

春原さんのリコーダー 東 直子／著 筑摩書房 911.1/ﾋ 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

私の家 青山 七恵／著 集英社 913.6/ｱｵﾔ 

計策師 甲駿相三国同盟異聞 赤神 諒／著 朝日新聞出版 913.6/ｱｶｶ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

いもうと 赤川 次郎／著 新潮社 913.6/ｱｶｶ 

どうしても生きてる 朝井 リョウ／著 幻冬舎 913.6/ｱｻｲ 

人を乞う あさの あつこ／著 祥伝社 913.6/ｱｻﾉ 

天空の鏡 麻見 和史／著 講談社 913.6/ｱｻﾐ 

黒白の起点 飛驒高山殺意の交差 梓 林太郎／著 徳間書店 913.6/ｱｽｻ 

創竜伝 14 田中 芳樹／著 講談社 913.6/ｱﾅｶ 

監禁探偵 我孫子 武丸／著 実業之日本社 913.6/ｱﾋｺ 

ブラックリスト 警視庁監察ファイル 伊兼 源太郎／著 実業之日本社 913.6/ｲｶﾈ 

天保十四年のキャリーオーバー 五十嵐 貴久／著 PHP研究所 913.6/ｲｶﾗ 

小説孤独のグルメ 望郷篇 壹岐 真也／著 扶桑社 913.6/ｲｷ 

ベーシックインカム 井上 真偽／著 集英社 913.6/ｲﾉｳ 

最果ての決闘者 逢坂 剛／著 中央公論新社 913.6/ｵｳｻ 

ライオンのおやつ 小川 糸／著 ポプラ社 913.6/ｵｶﾜ 

小箱 小川 洋子／著 朝日新聞出版 913.6/ｵｶﾜ 

わたしは誰も看たくない 小原 周子／著 講談社 913.6/ｵﾊﾗ 

祝祭と予感 恩田 陸／著 幻冬舎 913.6/ｵﾝﾀ 

飛べないカラス 木内 一裕／著 講談社 913.6/ｷｳﾁ 

ナポレオン ３ 佐藤 賢一／著 集英社 913.6/ｻﾄｳ 

日照雨 芽吹長屋仕合せ帖 志川 節子／著 新潮社 913.6/ｼｶﾜ 

新蔵唐行き 志水 辰夫／著 双葉社 913.6/ｼﾐｽ 

夏服を着た恋人たち 小路 幸也／著 祥伝社 913.6/ｼﾖｳ 

太陽はひとりぼっち 鈴木 るりか／著 小学館 913.6/ｽｽｷ 

千葉の殺人 アッシュ・スミス／著 小学館 913.6/ｽﾐｽ 

まほり 高田 大介／著 KADOKAWA 913.6/ﾀｶﾀ 

ゆゆのつづき 高楼 方子／著 理論社 913.6/ﾀｶﾄ 

ツナグ 想い人の心得 辻村 深月／著 新潮社 913.6/ﾂｼﾑ 

巡礼の家 天童 荒太／著 文藝春秋 913.6/ﾃﾝﾄ 

奔る男 小説金栗四三 堂場 瞬一／著 中央公論新社 913.6/ﾄｳﾊ 

夕焼けポスト ドリアン助川／著 ポプラ社 913.6/ﾄﾘｱ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

阪急電鉄殺人事件 西村 京太郎／著 祥伝社 913.6/ﾆｼﾑ 

ロス男 平岡 陽明／著 講談社 913.6/ﾋﾗｵ 

しねるくすり 平沼 正樹／著 産業編集センター 913.6/ﾋﾗﾇ 

転生したらスライムだった件 15 伏瀬／著 マイクロマガジン社 913.6/ﾌｾ 

時を壊した彼女 7月 7日は 7度ある 古野 まほろ／著 講談社 913.6/ﾌﾙﾉ 

時空旅行者の砂時計 方丈 貴恵／著 東京創元社 913.6/ﾎｳｼ 

じい様が行く ６ 『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 

背中の蜘蛛 誉田 哲也／著 双葉社 913.6/ﾎﾝﾀ 

人間 又吉 直樹／著 毎日新聞出版 913.6/ﾏﾀﾖ 

きみの正義は 社労士のヒナコ 水生 大海／著 文藝春秋 913.6/ﾐｽｷ 

ダイエットの神様 南 綾子／著 双葉社 913.6/ﾐﾅﾐ 

生命式 村田 沙耶香／著 河出書房新社 913.6/ﾑﾗﾀ 

彼女たちの犯罪 横関 大／著 幻冬舎 913.6/ﾖｺｾ 

逃亡小説集 吉田 修一／著 KADOKAWA 913.6/ﾖｼﾀ 

怪談飯屋古狸 輪渡 颯介／著 講談社 913.6/ﾜﾀﾘ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

霧中の読書 荒川 洋治／著 みすず書房 914.6/ｱﾗｶ 

大人の流儀 ９ 伊集院 静／著 講談社 914.6/ｲｼﾕ 

迷いながら生きていく 五木 寛之／著 PHP研究所 914.6/ｲﾂｷ 

ステキな奥さんうぷぷっ ３ 伊藤 理佐／著 朝日新聞出版 914.6/ｲﾄｳ 

ベニシアと正、人生の秋に 正ありがとう。すべて、ありがとう 

 梶山 正／著 風土社 914.6/ｶｼﾔ 

ひみつのしつもん 岸本 佐知子／著 筑摩書房 914.6/ｷｼﾓ 

もう泣かない電気毛布は裏切らない  

神野 紗希／著 日本経済新聞出版社 914.6/ｺｳﾉ 

三人寄れば無礼講 清水 ミチコ／著 中央公論新社 914.6/ｼﾐｽ 

私日記 10 曽野 綾子／著 海竜社 914.6/ｿﾉ 
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◆◆◆９１４．６～９１７ 日本のエッセイ（つづき）◆◆◆ 

マーキュリー・シティ 永井 宏／著 mille books 914.6/ﾅｶｲ 

べらぼうくん 万城目 学／著 文藝春秋 914.6/ﾏｷﾒ 

旅の作法、人生の極意 山本 一力／著 PHP研究所 914.6/ﾔﾏﾓ 

とはずがたり 後深草院二条／著 光文社 915.3  

金子兜太戦後俳句日記 ２ 金子 兜太／著 白水社 915.6/ｶﾈｺ 

お前の親になったる 被害者と加害者のドキュメント  

草刈 健太郎／著 小学館集英社プロダクション 916/ｸｻｶ 

ふたりの桃源郷 佐々木 聰／著 文藝春秋 916/ｻｻｷ 

介護のうしろから「がん」が来た！ 篠田 節子／著 集英社 916/ｼﾉﾀ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

いま、なぜ魯迅か 佐高 信／著 集英社 920.2/ﾛ 

赤い髪の女 オルハン・パムク／著 早川書房 929.57/ﾊ 

カッティング・エッジ ジェフリー・ディーヴァー／著 文藝春秋 933/ﾃ 

翡翠城市 フォンダ・リー／著 早川書房 933/ﾘ 

74歳の日記 メイ・サートン／著 みすず書房 934/ｻ 

魔王 奸智と暴力のサイバー犯罪帝国を築いた男  

エヴァン・ラトリフ／著 早川書房 934/ﾗ 

私はこうして世界を理解できるようになった  

ハンス・ロスリング／著 青土社 934/ﾛ 

エリ・ヴィーゼルの教室から 世界と本と自分の読み方を学ぶ 

 アリエル・バーガー／著 白水社 950.2/ｳ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

はないちもんめ梅酒の香 はないちもんめ 5  有馬 美季子／著 祥伝社 BN/ｱﾘ 

黄土の奔流 冒険小説クラシックス 生島 治郎／著 光文社 BN/ｲｸ 

続揺 禁裏付雅帳 9 上田 秀人／著 徳間書店 BN/ｳｴ 

おたみ海舟恋仲 植松 三十里／著 小学館 BN/ｳｴ 

二刀を継ぐ者 若鷹武芸帖 5 岡本 さとる／著 光文社 BN/ｵｶ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

五弁の秋花 みとや・お瑛仕入帖 2 梶 よう子／著 新潮社 BN/ｶｼ 

トヨトミの野望 小説・巨大自動車企業 梶山 三郎／著 小学館 BN/ｶｼ 

見知らぬ町で さすらいのキャンパー探偵 3 香納 諒一／著 双葉社 BN/ｶﾉ 

ヘヴィーオブジェクト 純白カウントダウン 鎌池 和馬／著 KADOKAWA BN/ｶﾏ 

雲雀とイリス グイン・サーガ 146 五代 ゆう／著 早川書房 BN/ｸｲ 

しあわせ重ね 人情料理わん屋 倉阪 鬼一郎／著 実業之日本社 BN/ｸﾗ 

見えない敵 栄次郎江戸暦 22 小杉 健治／著 二見書房 BN/ｺｽ 

まよい道 新・吉原裏同心抄 1 佐伯 泰英／著 光文社 BN/ｻｴ 

月の満ち欠け 佐藤 正午／作 岩波書店 BN/ｻﾄ 

ほおずき灯し 江戸菓子舗照月堂 6 篠 綾子／著 角川春樹事務所 BN/ｼﾉ 

迷い熊奔る 長屋道場騒動記 5 芝村 凉也／著 双葉社 BN/ｼﾊ 

上機嫌な言葉 366日 田辺 聖子／著 文藝春秋 BN/ﾀﾅ 

錯迷 堂場 瞬一／著 小学館 BN/ﾄｳ 

迅雷 介錯人・父子斬日譚 2 鳥羽 亮／著 祥伝社 BN/ﾄﾊ 

大江戸少女カゲキ団 １ 中島 要／著 角川春樹事務所 BN/ﾅｶ 

昇龍 おいらん若君徳川竜之進 5 鳴神 響一／著 双葉社 BN/ﾅﾙ 

銭形平次捕物控傑作集 ２ 野村 胡堂／著 双葉社 BN/ﾉﾑ 

野伏間の治助 北町奉行所捕物控 8 長谷川 卓／著 祥伝社 BN/ﾊｾ 

私はスカーレット １ 林 真理子／著 小学館 BN/ﾊﾔ 

心の一方 闇御庭番 5 早見 俊／著 光文社 BN/ﾊﾔ 

恋のゴンドラ 東野 圭吾／著 実業之日本社 BN/ﾋｶ 

武士の一念 御庭番の二代目 11 氷月 葵／著 二見書房 BN/ﾋｽ 

青い服の女 新・御宿かわせみ 7 平岩 弓枝／著 文藝春秋 BN/ﾋﾗ 

陰仕え 石川紋四郎 冬月 剣太郎／著 早川書房 BN/ﾌﾕ 

金継ぎの家 あたたかなしずくたち ほしお さなえ／著 幻冬舎 BN/ﾎｼ 

狂花一輪 京に消えた絵師 三好 昌子／著 宝島社 BN/ﾐﾖ 

臆病一番首 時代小説集 山本 周五郎／著 新潮社 BN/ﾔﾏ 

まじなう柱に忍び侘べ 少年陰陽師 55 [厳霊編] 5 

結城 光流／著 KADOKAWA BN/ﾕｳ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

バー堂島 吉村 喜彦／著 角川春樹事務所 BN/ﾖｼ 

わらしべ悪党 和田 はつ子／著 幻冬舎 BN/ﾜﾀ 

勇気の赤い勲章 スティーヴン・クレイン／著 光文社 B/ｸﾚ 

雪が白いとき、かつそのときに限り 陸 秋槎／著 早川書房 B/ﾘｸ 

階級闘技 トーマス・ツィーグラー／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

ツーノーザー救出作戦 宇宙英雄ローダン・シリーズ 602  

H.G.フランシス／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

ショートショートの宝箱 ３ 光文社文庫編集部／編 光文社 BN  

 

Ｔ 暮らし                                                

心が整う、わたしの習慣 宝島社 T0  

小林照子流ハッピーシニアメイク 60歳からの私が輝く  

小林 照子／著 河出書房新社 T0  

DIY葬儀ハンドブック 遺体搬送から遺骨の供養まで  

松本 祐貴／著 駒草出版 T0  

もっともっと知りたい無印良品の収納 Easy do storage with 

無印良品 本多 さおり／著 KADOKAWA T0  

型紙いらずの着物リメイク 1枚の着物で大人服&子ども服  

着物地使いきりで 2着作れる！ 松下 純子／著 河出書房新社 T11  

帯結ばない帯結び ayaaya／著 TAC株式会社出版事業部 T12  

10分でキレイに結ぶ帯結びの基本  

自分で結ぶ結んであげる 弓岡 勝美／監修 世界文化社 T12  

ミトンの本 棒針編みとかぎ針編み 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 T13  

リピートしたくなる棒針編みの冬小物 私が編みたいニット  

朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 T13  

大人の着せ替え布人形 小さくても仕立ては本格的  

Quoi？Quoi？／著 誠文堂新光社 T16  

木枠の織り機で手織りこもの コースターからタペストリー、マフラーまで気軽に

楽しむウィービング ichi.co／著 誠文堂新光社 T19  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

斜めがけバッグとリュック 両手があいて楽チン！ 日本ヴォーグ社 T19  

フェルトで作る大人の花 101 PieniSieni／著 ブティック社 T19  

有元葉子この 2皿さえあれば。 有元 葉子／著 集英社 T41  

魚焼きグリルで万能調理！ 武蔵 裕子／講師 NHK出版 T41  

はるひごはんのストウブ「ハレの日」レシピ  

季節のイベント、特別な日にも 大橋 由香／著 家の光協会 T41  

毎日食べたい！お粥ごはん エダジュン／著  

パルコエンタテインメント事業部 T41  

「賛否両論」おせちの本完全版 笠原 将弘／著 KADOKAWA T42  

ツレヅレハナコのホムパにおいでよ！ 気軽な宴会レシピ 87  

ツレヅレハナコ／著 小学館 T42  

しぜんなおかし 卵、牛乳、バターを使わないのに、驚くほどおいしい  

今井 ようこ／著 NHK出版 T46  

トレイベイク バターを使わない、バットで作るイギリス風焼き菓子  

吉川 文子／著 主婦と生活社 T46  

りんごのお菓子 若山 曜子／著 扶桑社 T46  

ニッポンの地紅茶《完全ガイド》 ニッポン全国 450 種類以上の人気商品を紹介！ 

藤原 一輝／監修 枻出版社 T47  

苔の本 ２ 大野 好弘／著 エスプレス・メディア出版 T6  

部屋で楽しむきのこリウムの世 テラリウムできのこを育てる！ 

 樋口 和智／著 家の光協会 T6  

子どもと食べたい強いからだを作る！おいしいおかず 重ねて煮るだけ  

田島 恵／著 世界文化社 T8  

マンガでわかる寝かしつけがラクになる本 赤ちゃんとママにやさしい  

あらい ぴろよ／マンガ 主婦の友社 T8 

未来の才能をのばす 0歳と 1歳のモンテッソーリ子育て  

あべ ようこ／著 河出書房新社 T8  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

麴町中校長が教える子どもが生きる力をつけるために親ができること  

工藤 勇一／著 かんき出版 T9  

子どもの心はどう育つのか 佐々木 正美／著 ポプラ社 T9  

 

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

市町村役場便覧 令和 2年版  

日本加除出版株式会社編集部／編 日本加除出版 SG1  

公文書管理 民主主義の確立に向けて  

日本弁護士連合会法律サービス展開本部自治体等連携センター 

情報問題対策委員会／編 明石書店 SG7  

政官要覧 令和元年秋号 政官要覧社 SJ0  

自治体災害対策の基礎 千葉 実／著 有斐閣 SX0  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

ローマ宗教文化事典 レスリー・アドキンズ／著 原書房 R160.23  

日本史総合年表 加藤 友康／編 吉川弘文館 R210.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

『90 年代の若者たち』 

島田潤一郎／著 2019 年 岬書店 

 

“平成”という言葉がリフレインする曲を最近よく聴いています。先日書店で 

この本を発見しました。（著者の島田さんは初代館長・前川恒雄／著『移動図書館ひ

まわり号』を復刊した夏葉社の創設者さんです。） 

90 年代に青春時代を過ごした島田さんが、過去に寄稿されたエッセイをもとにし

た作品になっています。当時の若者をとりまくカルチャーや社会の空気に触れつつ

当時の日々を振り返っているのですが、まるで真空パックされたドキュメント。 そ

こまで輝かしくも絶望的でもない青春時代が吐露されます。きっと、突き刺さるくら

い共感する瞬間があるのではと思います。時系列がバラバラな構成もなんだか親し

みを感じてしまいます。表紙も、本のサイズ感もとても素敵でした。 

残念な時代と言われがちな気がする平成ですが、「平成」に何歳だった人でも読ん

でみてほしいなと思います。(S) 

  

12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 12 月 1 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 
   

 

16 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 

 

 

17 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 

8 日 

22 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

12 日   

 

26 日 

9 日   

 

23 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 

10 日 

 

24 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 12月・1月巡回日程 


