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２０２０年 １月 №245 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

１月１３日（月）祝日は開館します！ 

（市政図書室を除く） 

1 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 「米澤穂信さん講演会」報告 

P.3  令和元年度  
東京都多摩地域公立図書館大会 

P.4 読み聞かせに向く絵本の紹介  
～保護者向け～  

P.5 まちかど写真館 in日野 
   祝・日野駅開業 130年 

P.6 図書館に入った新しい本 

P.23 図書館員の本箱 

   1月のおはなし会 

P.24 移動図書館ひまわり号巡回日 
 

中央・高幡・日野 

多摩平・平山・百草（月曜日） 
１～4日 6日 20日 27日   

市政図書室（日曜日・祝日） １～3日 5日 12日 13日 19日 26日 
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令和元年度 中学生と作家の交流事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 4日（月・祝）、多摩平の森ふれあい館にて開催しました。市内中学校に通う 24名

の中学生が企画し、当日も司会進行などを務めました。米澤さんの講演をはじめ、クイ

ズなど様々な企画を行いました。 

「発見！のぞき魅
み

！ ～米澤さんの本の魅力～」コーナー 

米澤さん作品のあとがきやあらすじから、クイズを出題。会場の皆さんは難しい問題に苦

戦している様子も…。工夫した正解発表には、笑いが起こっていました。 

米澤穂信さんの講演 

米澤さんの担当編集者、集英社文芸編集部・栗原佳

子さんと登壇し、中学生の頃の読書や学生生活につ

いて話してくださいました。中学生が事前に挙げて

いた質問への回答のほか、書店員としての経験や、

作家になるまでのこと、作品の登場人物にまつわる

エピソードなど盛りだくさんの講演に会場の皆さ

んは聞き入っていました。 

アンケートでは「作品、人生に対する誠実さが伝わ

ってきた」「若い頃から作品をつくられていたこと

におどろいた」などの感想が寄せられました。 

「創作話
つくりばなし

 ～創
ツク

バナ～」コーナー 
中学生スタッフが作ったオリジナルの物語を 2チームに分かれて発表し、最後に米澤さん

からご感想を頂きました。アンケートでも「面白かった！」と大好評でした。 

講演会終了後に、中学生スタッフと米澤さんの懇談会

を行いました。創作に関することから、おすすめの本、

本が苦手な人に読書を勧めるにはどうしたらいいか？

と中学生から様々な質問が挙がりました。米澤さんは

中学生一人ひとりの自己紹介や質問に笑顔で耳を傾け

てくださり、充実した貴重な時間となりました。 

「米澤さんのココが知りたい！」コーナー 

米澤さんに関する三択クイズを会場の皆さんと

行い、米澤さんにお答えいただきました。 

最後に「ポンコツ刑事～ポーカーの謎を追え！

～」と名付けた、中学生スタッフ考案の寸劇推理

クイズを出題。米澤さんは見事！正解されまし

た。 
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令和元年度 東京都多摩地域公立図書館大会 

 

主催 東京都市町村立図書館長協議会 

〈問い合わせ〉令和元年度東京都多摩地域公立図書館大会実行委員会  

事務局 武蔵野市立中央図書館（担当：鎌田）電話０４２２－５１－５１４５ 

開会式 第１分科会 館長協議会 

午前１０時～正午（受付：午前９時３０分～） 

『公共図書館にとっての地域資料を 

あらためて考える』 

講師：岡本真氏（アカデミック・リソース・ 

ガイド株式会社代表取締役） 

第２分科会 三多摩地域資料研究会 

第３分科会 協力担当者会 第４分科会 図書館サービス研究会 

第５分科会 障がい者サービス研究会 第６分科会 児童サービス研究会 

午後２時～４時（受付：午後１時３０分～） 

『地域資料サービスの現状と展望』 

 

講師：蛭田廣一氏 

（日本図書館協会専務理事） 

午前１０時～正午（受付：午前９時３０分～） 

『図書館リソース共有方法の変化と 

今後の展望』 

講師：松本直樹氏 

（慶應義塾大学文学部 准教授） 

午後２時～４時（受付：午後１時３０分～） 

『図書館の危機管理』 

 

講師：中沢孝之氏 

（白河市立図書館 主幹兼副館長） 

午後２時～４時（受付：午後１時３０分～） 

『ともに生きるために 

～本をとおして伝えたいこと～』 

講師：大塚敦子氏 

（ノンフィクション・写真絵本作家） 

午前１０時～正午（受付：午前９時３０分～） 

『読書バリアフリー法の概要と 

今後の展開』 

講師：野口武悟氏 

（専修大学文学部 教授） 

図書館について、考えてみませんか？ 
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日時 1 月 31 日（金）10：30～11：00 

場所 中央図書館 

対象 小学校などで読み聞かせをされる

保護者の方 

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。 

お問い合せ 日野市立中央図書館（042-586-0584）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、スタンプが押せます！ 
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witter 

twitter 

日野宿発見隊第９３弾  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

場所:日野駅改札外東側歩道 
   

 

 

 

地域のみなさまから提供していただいた日野駅の 

写真を展示します。 

 http://www.hinoshuku.com 

 

主催 

 

【問合せ】 日野図書館（日野本町 7-5-14）電話 584-0467 

まちかど写真館 inひの 

祝・日野駅開業 130年 

 

令和 2 年 1 月 1 日（水） 

～31 日（金） 

日野停車場 明治 35年頃 佐藤彦五郎新選組資料館所蔵 

   

※「日野駅」も構内でミニ写真展同時開催 
 ご入場の際、入場券が必要になります 
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図書館に入った 新 し い 本 
10月 25日から 11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                                       

読書がさらに楽しくなるブッククラブ  

読書会より面白く、人とつながる学びの深さ 吉田 新一郎／著 新評論 015.6  

100歳まで読書 「死ぬまで本を読む」知的生活のヒント  

轡田 隆史／著 三笠書房 019  

はじめよう！ブックコミュニケーション 響きあう教室へ  

村中 李衣／著 金子書房 019.2  

新聞の読み方 考える力と情報力が身につく 池上 彰／著 祥伝社 070.4/ｲ 

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

パラドックス マーガレット・カオンゾ／著 ニュートンプレス 116  

あきらめると、うまくいく 現役精神科医が頑張りすぎるあなたに 

伝えたい最高のマインドリセット 藤野 智哉／著 ワニブックス 146.8  

死んだらどうなるの？ 選べる行き先は 4つ！奇跡の魂ツアーに出発しよう  

桜井 識子／著 KADOKAWA 147  

たとえば、謙虚に愚直なことを継続するという習慣  

杉本 宏之／著 扶桑社 159  

楽しくなければ仕事じゃない 「今やっていること」がどんどん「好きで得意」に

なる働き方の教科書 干場 弓子／著 東洋経済新報社 159  

ニューヨーク大学人気講義 HAPPINESS GAFA時代の人生戦略 

 スコット・ギャロウェイ／著 東洋経済新報社 159  
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◆◆◆１００ 哲学・心理学・宗教（つづき）◆◆◆ 

日本の民俗宗教 松尾 恒一／著 筑摩書房 160.21  

千家尊福と出雲信仰 岡本 雅享／著 筑摩書房 178.1  

維摩経の世界 大乗なる仏教の根源へ 白石 凌海／著 講談社 183.6  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

世界のミイラ カラー版 近藤 二郎／監修 宝島社 202.5  

野蛮のハーモニー ホロコースト史学論集  

ダン・ストーン／著 みすず書房 209.7  

古文書を楽しく読む！よくわかる「くずし字」見分け方のポイント 

 山本 明／著 メイツユニバーサルコンテンツ 210.2  

渡部昇一 歴史への遺言 未来を拓く日本人へ  

渡部 昇一／著 ビジネス社 210.4/ﾜ 

都心から行ける日帰り古墳 関東 1都 6県の古墳と古墳群 102 

 日帰り古墳推進委員会／編 ワニブックス 212  

はじめての三国志 時代の変革者・曹操から読みとく  

渡邉 義浩／著 筑摩書房 222  

日本の戦後を知るための１２人 池上彰の<夜間授業>  

池上 彰／著 文藝春秋 281  

赤星鉄馬 消えた富豪 与那原 恵／著 中央公論新社 281/ｱ 

天皇と戸籍 「日本」を映す鏡 遠藤 正敬／著 筑摩書房 288.4  

教養としての「国名の正体」 藤井 青銅／著 柏書房 290.3  

首都圏発日帰り大人の小さな旅 絶景めぐり  

思い立ったらすぐ行ける珠玉の絶景を求めて少し贅沢な旅 昭文社 291.3  

美しい 3D地図でみる東京スリバチ地形散歩  

都市新発見編・路地大冒険編 皆川 典久／著 洋泉社 291.36  

古地図で大江戸おさんぽマップ 江戸の街づくりが見える！ 

 山本 博文／監修 実業之日本社 291.36  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

ちゃんと歩ける伊勢参宮道 善光寺街道 八木 牧夫／著 山と溪谷社 291.56  

乗る&歩く 京都編秋冬-2020年春版 ユニプラン 291.62  

スペイン世界遺産と歴史の旅 武村 陽子／著 彩図社 293.6  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

文在寅の韓国 噓と誤解を読み解く 50の数字 武藤 正敏／著 宝島社 302.21  

2030年の世界地図帳 あたらしい経済と SDGs、未来への展望 

 落合 陽一／著 SBクリエイティブ 304/ｵ 

日本の論点 2020-21 Global Perspective and Strategic  

Thinking 大前 研一／著 プレジデント社 304/ｵ 

憲政の本義、その有終の美 吉野 作造／著 光文社 304/ﾖ 

インディアンとカジノ アメリカの光と影 野口 久美子／著 筑摩書房 316.85  

分かれ道 ユダヤ性とシオニズム批判  

ジュディス・バトラー／著 青土社 316.88  

見えない戦争(インビジブルウォー) 田中 均／著 中央公論新社 319.1  

反日種族主義 日韓危機の根源 李 栄薫／編著 文藝春秋 319.1  

憲法判例から考える自由と平等 権利をめぐる多様性と妥当性 

 加藤 隆之／著 ミネルヴァ書房 323.1  

弁護士がここまで教えるよくわかる離婚調停の本  

相手方の約束を必ず守らせるために 神坪 浩喜／著 同文舘出版 324.6  

老老相続 弁護士・税理士が伝えたい法務と税務！  

奥原 玲子／著 清文社 324.7  

証言治安維持法 「検挙者 10万人の記録」が明かす真実 

NHK「ETV特集」取材班／著 NHK出版 326.8 

日弁連という病 日米弁護士コンビ怒りの告発！！  

北村 晴男／著 育鵬社 327.1  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

2049年「お金」消滅 貨幣なき世界の歩き方  

斉藤 賢爾／著 中央公論新社 330.4/ｻ 

功利主義をのりこえて 経済学と哲学の倫理  

アマルティア・セン／編著 ミネルヴァ書房 331.1  

韓国につける薬 お金で読みとく日韓関係  

大村 大次郎／著 ビジネス社 332.21  

Q&Aでわかる地価公示の見方・活かし方  

日本不動産鑑定士協会連合会／編 中央経済社 334.6  

イオンを創った女の仕事学校 小嶋千鶴子の教え  

東海 友和／著 プレジデント社 336  

中央銀行と金融政策がよくわかる本  政府からの独立性は保たれているか！？ 

久保田 博幸／著 秀和システム 338.4  

米中激突恐慌 板挟みで絞め殺される日本 副島 隆彦／著 祥伝社 338.9  

BLが開く扉 変容するアジアのセクシュアリティとジェンダー 

 ジェームズ・ウェルカー／編著 青土社 361.5  

年金不安の正体 海老原 嗣生／著 筑摩書房 364.6  

中年女子、ひとりで移住してみました  

仕事・家・暮らし無理しすぎない田舎暮らしのコツ 鈴木 みき／著 平凡社 365  

図解による労働法のしくみ 國部 徹／著 自由国民社 366.1  

仕事と子育てが大変すぎてリアルに泣いているママたちへ！ 

 小島 慶子／著 日経 BP 366.3  

#KuToo 靴から考える本気のフェミニズム 石川 優実／著 現代書館 367.2  

日本の貧困女子 衰退途上にあるこの国のリアル  

中村 淳彦／著 SBクリエイティブ 367.21  

介護の現場と業界のしくみ これ一冊でわかる！  

高山 善文／著 ナツメ社 367.9  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

定年バカ 続 勢古 浩爾／著 SBクリエイティブ 367.9  

老後はひとりがいちばん 松原 惇子／著 海竜社 367.9  

アイリッシュマン 上・下 チャールズ・ブラント／著 早川書房 368.5  

半グレと金塊 博多 7億円金塊強奪事件「主犯」の告白  

野口 和樹／著 宝島社 368.6  

静かなる変革者たち 精神障がいのある親に育てられ、成長して支援職に就いた 

子どもたちの語り 横山 恵子／編著 ペンコム 369.2  

となりの難民 日本が認めない 99%の人たちの SOS  

織田 朝日／著 旬報社 369.3  

親の脳を癒やせば子どもの脳は変わる 友田 明美／著 NHK出版 369.4  

子を、親を、児童虐待から救う 先達 32人現場の知恵  

鈴木 秀洋／編著 公職研 369.4  

「できた！」の記念日 subaco式子どもの運動療法・評価法  

スバコ・ケア・エンジニアリング／著 パレード 369.4  

校則なくした中学校たったひとつの校長ルール 定期テストも制服も、いじめも

不登校もない！笑顔あふれる学び舎はこうしてつくられた  

西郷 孝彦／著 小学館 376.3  

大学改革の迷走 佐藤 郁哉／著 筑摩書房 377.1  

スマホをおいて、ぼくをハグして！<発達障害>気持ちが伝わる“かわいがる”子育て 

司馬 理英子／著 主婦の友社 378  

凸凹子どもがメキメキ伸びるついでプログラム  

井川 典克／監修 クリエイツかもがわ 378  

発達の気になる子の「困った」を「できる」に変える ABA トレーニング  

小笠原 恵／著 ナツメ社 378  

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  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

神社で拍手を打つな！ 日本の「しきたり」のウソ・ホント  

島田 裕巳／著 中央公論新社 382.1  

大切な人を亡くしたあとのお金のこと手続きのこと  

遺産分割・保険金・相続税・遺族年金… 横川 由理／著 河出書房新社 385.6  

知略の本質 戦史に学ぶ逆転と勝利  

野中 郁次郎／著 日本経済新聞出版社 391.3  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

道具としての微分方程式 偏微分編 斎藤 恭一／著 講談社 413.6  

算数だけで統計学！ 中学校で習う数学の知識を前提としない徹底解説  

石井 俊全／著 ベレ出版 417  

最強に面白い！！超ひも理論 ニュートンプレス 421  

日本列島 2500万年史 CG細密イラスト版 木村 学／監修 洋泉社 455.1  

中村桂子コレクション ４ いのち愛づる生命誌  

中村 桂子／著 藤原書店 460.8  

ゲノム革命がはじまる DNA全解析とクリスパーの衝撃  

小林 雅一／著 集英社 467.2  

クラゲの宇宙 底知れぬ生命力と爆発的発生  

石井 晴人／著 恒星社厚生閣 483.3  

鳥の骨格標本図鑑 川上 和人／著 文一総合出版 488.1  

まぁるい死 鳥取・ホスピス診療所の看取り 徳永 進／著 朝日新聞出版 490.14  

櫻井大典先生のゆるゆる漢方生活 こころとからだに効く！ 

 櫻井 大典／著 ワニブックス 490.9  

最新図解女性の ADHDサポートブック 榊原 洋一／著 ナツメ社 493.73  

ゲーム依存からわが子を守る本 正しい理解と予防・克服の方法 

 花田 照久／監修 大和出版 493.74  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

脱うつレシピ 食事を変えてラクラク解決！ 大塚 亮／著 三空出版 493.76  

川崎病 増え続ける謎の小児疾患 三浦 大／著 弘文堂 493.93  

国立がん研究センターの正しいがん検診  

中山 富雄／監修 小学館クリエイティブ 494.5  

女性のがん心のケア がん患者さんと家族のための診療室  

大西 秀樹／著 つちや書店 494.5  

皮膚科専門医が見た！ざんねんなスキンケア４７  

安部 正敏／著 学研プラス 494.8  

前立腺がん治療をのりきる生活・食事・お金  

赤倉 功一郎／監修 主婦の友社 494.96  

子どもの目はすぐよくなる 1分間ビジョン・トレーニング  

中川 和宏／著 青春出版社 496.41  

救急を救う男 医師・松岡良典が実現させた 24時間 365日 

絶対に断らないクリニック 嶋 康晃／著 現代書林 498.04  

名医の追放 滋賀医科大病院事件の記録 黒薮 哲哉／著 緑風出版 498.16  

馬油の力 驚異のパワー！美肌、育毛、肩こり、冷え性まで、すごい効果  

福辻 鋭記／監修 内外出版社 498.3  

名医が教える寿命を延ばす恋愛医学 森田 豊／著 扶桑社 498.3  

長生きの方法○と× 米山 公啓／著 筑摩書房 498.38  

口にしてはいけない発がん性添加物 最新データが警告する！ 

 渡辺 雄二／著 河出書房新社 498.51  

医者が教える健康レンジごはん 減塩、腸活で体すっきり！ 

 藤田 紘一郎／医学監修 宝島社 498.58  
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５００ 技術・工学・環境                                                                      

はじめてでもよくわかる！図面の読み方  

企画会議・営業会議 商談・物品調達など 飯島 晃良／著 成美堂出版 501.8  

ビジネスの武器としての「デザイン」 奥山 清行／著 祥伝社 501.8  

エンジニア 55歳からの定年準備 定年延長・再就職・フリーランス・起業の選択

ガイド        小松 俊明／著 日本能率協会マネジメントセンター 507  

まちづくり解剖図鑑 山形県金山町で半世紀続く活動と知恵がマルわかり  

片山 和俊／著 エクスナレッジ 518.8  

企業担当者のための環境用語事典  法律のどこに書かれているの？わかって安心！ 

北村 喜宣／編集 第一法規 519.1  

にっぽん建築散歩 小林 泰彦／著 山と溪谷社 520.2/ｺ 

ビーカーくんとすごい先輩たち 歴史に残るにはワケがある！ 

 うえたに夫婦／著 誠文堂新光社 535.4  

高齢ドライバーに運転をやめさせる２２の方法 川畑 信也／著 小学館 537.8  

宇宙から帰ってきた日本人 日本人宇宙飛行士全 12人の証言 

 稲泉 連／著 文藝春秋 538.9  

星宙(ほしぞら)の飛行士 宇宙飛行士が語る宇宙の絶景と夢 

 油井 亀美也／著 実務教育出版 538.9  

５Gワールドへようこそ！ ビジネスリーダーが知りたい「5G」のすべて  

日経 XTECH／編 日経 BP 547.5  

人工知能グラフィックガイド  

ヘンリー・ブライトン／著 ニュートンプレス 548.1  

よくわかる最新データマイニングの基本と仕組み  

手法と運用の実際を基礎理論から学ぶ！ 若狭 直道／著 秀和システム 548.1  

AIの未来をつくるビヨンド・ビッグデータ利活用術  

柴山 和久／著 日経 BP 548.3 

よくわかる最新 Oracleデータベースの基本と仕組み  

SIer & 情シスのための Oracle 19c入門 水田 巴／著 秀和システム 548.4  
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◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 

パソコンで困ったときに開く本 2020 朝日新聞出版 548.7  

船舶知識の ABC 池田 宗雄／著 成山堂書店 550  

ワイン法 蛯原 健介／著 講談社 588.5  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

1時間でわかる株価チャートの読み方 戸松 信博／著 技術評論社 676.3  

首都圏鉄道ミュージアム大図鑑  

トレインアミューズメントへ行こう！！ 昭文社 686  

京急とファン大研究読本 赤い電車に魅せられて  

久野 知美／著兼水先案内人 カンゼン 686.21  

観光ブランドの教科書 地域引力を生み出す  

岩崎 邦彦／著 日本経済新聞出版社 688  

１５秒から始めるウケるスマホ動画入門 戸田 覚／著 青春出版社 694  

いだてん 完結編 宮藤 官九郎／作 NHK出版 699.9  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

教養の日本美術史 古田 亮／編著 ミネルヴァ書房 702.1  

西洋絵画のみかた 語れるようになる 岡部 昌幸／監修 成美堂出版 723  

悪の脳科学 中野 信子／著 集英社 726.1  

ラブレター ヒグチ ユウコ／絵と文 白泉社 726.5  

筆ペンではじめるモダンカリグラフィー 作例たっぷり！３４５  

島野 真希／著 世界文化社 727.8  

消しゴムはんこ。で年賀状 十二支と猫とえんぎもの  

津久井 智子／著 大和書房 731  

こういう写真てどう撮るの？ 漫画だからスラスラ読める  

森下 えみこ／著・イラスト インプレス 743  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

はじめての、小さなキリムと小物たち Simply Designed Accessories KILIM 

Koyun由紀子／著 日本文芸社 753  

ラヴェル 井上 さつき／著 音楽之友社 762.8/ﾗ 

映画の感傷 山崎まどか映画エッセイ集 山崎 まどか／著 DU BOOKS 778.2  

ミヤザキワールド 宮崎駿の闇と光 スーザン・ネイピア／著 早川書房 778.7  

絶滅危惧職、講談師を生きる 神田 松之丞／著 新潮社 779.1 

流されて円楽に 流れつくか圓生に 六代目三遊亭円楽／著 竹書房 779.1  

まくらばな 柳亭 小痴楽／著 ぴあ株式会社関西支社 779.1  

女子アスリートの「食事と栄養」 パフォーマンスを高める体のつくり方  

佐藤 郁子／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 780.1  

ジョコビッチはなぜサーブに時間をかけるのか 鈴木 貴男／著 集英社 783.5  

野球と人生 最後に笑う「努力」の極意 野村 克也／著 青春出版社 783.7  

駅から山あるき関東版 2019 JTBパブリッシング 786.1  

安心・安全！はじめての快適車中泊 車中泊にぴったり全国の 

「RVパーク」&温泉が楽しめる「道の駅」 JTBパブリッシング 786.3  

野食ハンターの七転八倒日記 茸本 朗／著 平凡社 786.3  

不白筆記 川上 不白／著 中央公論新社 791  

花いけの勘どころ 器と色と光でつくる、季節のいけばな  

上野 雄次／著 誠文堂新光社 793  

深浦康市の振り飛車なんてこわくない 深浦 康市／著 NHK出版 796  

 

８００ 語学                                                        

すぐに話せる！韓国語会話 金 孝珍／監修 ナツメ社 829.1  

ニューエクスプレスプラス エジプトアラビア語 長渡 陽一／著 白水社 829.76  

日本人のための英語学習法 シンプルで効果的な 70のコツ 

 里中 哲彦／著 筑摩書房 830.7  
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◆◆◆８００ 語学（つづき）◆◆◆ 

英語でガイドする日本 海外ゲストが行きたい東日本の名所 

 松本 美江／著 ジャパンタイムズ出版 837.8  

初めてのビジネス英会話 シンプルフレーズで相手を動かす！ 

 柴田 真一／著 NHK出版 837.8  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

やすらぎの刻(とき)ー道ー ３ 倉本 聰／著 双葉社 912.7/ｸ 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

グッドバイ 朝井 まかて／著 朝日新聞出版 913.6/ｱｻｲ 

本意に非ず 上田 秀人／著 文藝春秋 913.6/ｳｴﾀ 

かか 宇佐見 りん／著 河出書房新社 913.6/ｳｻﾐ 

約束された移動 小川 洋子／著 河出書房新社 913.6/ｵｶﾜ 

探し物はすぐそこに 奥平 亜美衣／著 幻冬舎 913.6/ｵｸﾀ 

まち 小野寺 史宜／著 祥伝社 913.6/ｵﾉﾃ 

私に似ていない彼女 加藤 千恵／著 ポプラ社 913.6/ｶﾄｳ 

賞金稼ぎスリーサム！ 川瀬 七緒／著 小学館 913.6/ｶﾜｾ 

レームダックの村 神林 長平／著 朝日新聞出版 913.6/ｶﾝﾊ 

檸檬の棘 黒木 渚／著 講談社 913.6/ｸﾛｷ 

QED憂曇華の時 高田 崇史／著 講談社 913.6/ﾀｶﾀ 

グランドシャトー 高殿 円／著 文藝春秋 913.6/ﾀｶﾄ 

山の上のランチタイム 高森 美由紀／著 中央公論新社 913.6/ﾀｶﾓ 

セバット・ソング 谷村 志穂／著 潮出版社 913.6/ﾀﾆﾑ 

さんかく 千早 茜／著 祥伝社 913.6/ﾁﾊﾔ 

改良 遠野 遙／著 河出書房新社 913.6/ﾄｵﾉ 

人面瘡探偵 中山 七里／著 小学館 913.6/ﾅｶﾔ 

 

 

 



17 

 

◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

十津川警部仙山線<秘境駅>の少女 西村 京太郎／著 小学館 913.6/ﾆｼﾑ 

タスキメシ-箱根- 額賀 澪／著 小学館 913.6/ﾇｶｶ 

星と龍 葉室 麟／著 朝日新聞出版 913.6/ﾊﾑﾛ 

うたかた姫 原 宏一／著 祥伝社 913.6/ﾊﾗ 

風神雷神 上・下 “Juppiter Aeolus”原田 マハ／著 PHP研究所 913.6/ﾊﾗﾀ 

小さな場所 東山 彰良／著 文藝春秋 913.6/ﾋｶｼ 

みちづれの猫 唯川 恵／著 集英社 913.6/ﾕｲｶ 

特別ではない一日 kaze no tanbun 我妻 俊樹／ほか著 柏書房 913.6  

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

希望という名のアナログ日記 角田 光代／著 小学館 914.6/ｶｸﾀ 

まとまらない人 坂口恭平が語る坂口恭平  

坂口 恭平／著 リトルモア 914.6/ｻｶｸ 

人生にとって挫折とは何か 下重 暁子／著 集英社 914.6/ｼﾓｼ 

深夜高速バスに 100回ぐらい乗ってわかったこと  

スズキ ナオ／著 スタンド・ブックス 914.6/ｽｽｷ 

橙書店にて 田尻 久子／著 晶文社 914.6/ﾀｼﾘ 

HAPPYおばさんのしあわせな暮らし方 田村 セツコ／著 興陽館 914.6/ﾀﾑﾗ 

人生ムダなことはひとつもなかった 橋田 壽賀子／著 大和書房 914.6/ﾊｼﾀ 

しらふで生きる 大酒飲みの決断 町田 康／著 幻冬舎 914.6/ﾏﾁﾀ 

アンチ整理術 森 博嗣／著 日本実業出版社 914.6/ﾓﾘ 

舌はないけど がんと生きる 荒井 里奈／著 中日新聞社 916/ｱﾗｲ 

41歳の東大生 小川 和人／著 草思社 916/ｵｶﾜ 

四肢奮迅 乙武 洋匡／著 講談社 916/ｵﾄﾀ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

曹操 １ 卑劣なる聖人 王 暁磊／著 曹操社 923/ｵ 

いつもひとりだった、京都での日々 宋 欣穎／著 早川書房 924/ｿ 
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◆◆◆９２０～９９９ 外国の文学（つづき）◆◆◆ 

はぐれくん、おおきなマルにであう  

シェル・シルヴァスタイン／作 あすなろ書房 931/ｼ 

熊の皮 ジェイムズ・A.マクラフリン／著 早川書房 933/ﾏ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

酔どれ副将軍徳川萬次郎 麻倉 一矢／著 コスミック出版 BN/ｱｻ 

夜の署長 ２ 安東 能明／著 文藝春秋 BN/ｱﾝ 

相棒 season１７ 中 輿水 泰弘／ほか脚本 朝日新聞出版 BN/ｲｶ 

ご隠居は福の神 １ 井川 香四郎／著 二見書房 BN/ｲｶ 

黄金雛 羽州ぼろ鳶組 0 今村 翔吾／著 祥伝社 BN/ｲﾏ 

日雇い浪人生活録 ８ 上田 秀人／著 角川春樹事務所 BN/ｳｴ 

はちまん 上・下 内田 康夫／著 徳間書店 BN/ｳﾁ 

珈琲店タレーランの事件簿 ６ 岡崎 琢磨／著 宝島社 BN/ｵｶ 

眠れない凶四郎 ３ 風野 真知雄／著 文藝春秋 BN/ｶｾ 

脱藩さむらい ３ 金子 成人／著 小学館 BN/ｶﾈ 

終末なにしてますか？もう一度だけ、会えますか？ #０８  

枯野 瑛／著 KADOKAWA BN/ｶﾚ 

傭兵団の料理番 ８ 川井 昻／著 主婦の友インフォス BN/ｶﾜ 

くらげが眠るまで 木皿 泉／著 河出書房新社 BN/ｷｻ 

十五の花板 小料理のどか屋人情帖 27 倉阪 鬼一郎／著 二見書房 BN/ｸﾗ 

親父の十手を輝かせ 親子十手捕物帳 3小杉 健治／著 角川春樹事務所 BN/ｺｽ 

梅雨ノ蝶 居眠り磐音 19   決定版 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

堅香子の花 絵草紙屋万葉堂 4 篠 綾子／著 小学館 BN/ｼﾉ 

闇天狗 剣客同心親子舟 6 鳥羽 亮／著 角川春樹事務所 BN/ﾄﾊ 

教場 ０ 長岡 弘樹／著 小学館 BN/ﾅｶ 

剣豪医無双剣 ４ 早瀬 詠一郎／著 コスミック出版 BN/ﾊﾔ 

姫の守り人 陽だまり翔馬平学記 早見 俊／著 小学館 BN/ﾊﾔ 

おとぼけ兵庫と姫将軍 ２ 聖 龍人／著 コスミック出版 BN/ﾋｼ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

かきバターを神田で 平松 洋子／著 文藝春秋 BN/ﾋﾗ 

建白書 本丸目付部屋 5 藤木 桂／著 二見書房 BN/ﾌｼ 

天下を駆ける 菊と葵の拝領剣 誉田 龍一／著 コスミック出版 BN/ﾎﾝ 

一華後宮料理帖 10品 三川 みり／著 KADOKAWA BN/ﾐｶ 

焼野まで 村田 喜代子／著 朝日新聞出版 BN/ﾑﾗ 

大江戸科学捜査八丁堀のおゆう ６ 山本 巧次／著 宝島社 BN/ﾔﾏ 

塩の契約 医療捜査官一柳清香 3 六道 慧／著 徳間書店 BN/ﾘｸ 

隠す アンソロジー 大崎 梢／著 文藝春秋 BN  

葛藤する刑事たち 警察小説アンソロジー 松本 清張／著 朝日新聞出版 BN  

運命のコイン 上・下 ジェフリー・アーチャー／著 新潮社 B/ｱﾁ 

ロボット・イン・ザ・スクール デボラ・インストール／著 小学館 B/ｲﾝ 

北朝鮮急襲 上・下 トム・クランシー／著 扶桑社 B/ｸﾗ 

アースクエイクバード スザンナ・ジョーンズ／著 早川書房 B/ｼﾖ 

煽動者 上・下 ジェフリー・ディーヴァー／著 文藝春秋 B/ﾃｲ 

ほろ苦デザートの大騒動 大統領の料理人 8 

ジュリー・ハイジー／著 原書房 B/ﾊｲ 

アンの愛情『赤毛のアン』シリーズ 3  L.M.モンゴメリ／著 文藝春秋 B/ﾓﾝ 

オクトパスの呪縛 宇宙英雄ローダン・シリーズ 604 

アルント・エルマー／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

 

Ｔ 暮らし                                                

井上保美さんの 365日着こなし見本帖 「45R」デザイナーの 

スケッチブックから 井上 保美／著 主婦と生活社 T0  

今より全部良くなりたい 運まで良くするオーガニック美容本 

 福本 敦子／著 光文社 T0  

親の健康を守る実家の片づけ方 日本初の片づけヘルパーが 

教える 永井 美穂／著 大和書房 T0  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

50過ぎたら、暮らしは単純、気持ちは豊かに 沖 幸子／著 祥伝社 T0  

成城石井のベストアイテム  

最新売り上げランキングから通のリピ買い商品をたっぷり紹介 宝島社 T0  

定年後の暮らしとお金の基礎知識 2020 横山 光昭／監修 扶桑社 T0  

手抜きでもピカピカ！maiママ式時短そうじの最強レシピ  

2人の子どもを育てる看護師が教えるゆるピカそうじ術 mai／著 宝島社 T0  

なぜ、あなたは「黒い服」を着るのか 人生が変わる色の魔法 

 佑貴 つばさ／著 マキノ出版 T0  

服が、めんどい 「いい服」「ダメな服」を 1秒で決める  

大山 旬／著 ダイヤモンド社 T0  

本物の節約残念な節約 お金が確実に残るなるほどハウツー！  

 小沢 美奈子／著 河出書房新社 T0  

料理片づけ掃除の時短習慣。 マガジンハウス T0  

「お繕い」で服を育てる。 ダメージは味方 堀内 春美／著 主婦の友社 T11  

卒業式・卒園式のかわいい袴スタイル  

小学生・園児の袴コーデ全 66パターン収録！ 辰巳出版 T12  

風工房のニット小物  

棒針で編む帽子、ミトン、巻きもの、ソックス 風工房／著 主婦と生活社 T13  

ステッチイデー vol.30 日本ヴォーグ社 T15  

樹脂粘土で作るミニチュア多肉植物 きたのこ／著 日本文芸社 T19  

関口真優のいちばん親切なミニチュアスイーツの教科書  

樹脂粘土でつくる小さなお菓子 関口 真優／著 河出書房新社 T19  

ディップフラワーアクセサリー練習帖 ディップ液にワイヤーを 

くぐらせて作る m.n.c.／著 講談社 T19  

福を招く干支のお針仕事 お細工物、つり雛、パッチワーク 

などで作る十二支の動物たち 日本ヴォーグ社 T19  

いくつになってもこのコといっしょ イヌじまい/ネコじまい  

徳田 竜之介／監修 小学館クリエイティブ T3  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

日本と世界の猫のカタログ 2020年版  

成美堂出版編集部／編集 成美堂出版 T3  

あっさり塩煮と、こっくりしょうゆ煮 5分でおいしくなる煮込み 

 角田 真秀／著 学研プラス T41  

枝元なほみの今夜はおでん 枝元 なほみ／著 技術評論社 T41  

おもてなしは一品豪華主義でいい やりくり上手なフランス流は自慢のひと皿+

かんたん 2皿の 3皿で サルボ恭子／著 誠文堂新光社 T41  

がんばらない料理 続けられるから、からだもうれしい。  

たなか れいこ／著 家の光協会 T41  

クックパッド夫婦ふたりでちょうどいいシニアごはん ２ 宝島社 T41  

さば缶大百科 毎日おいしい130レシピ 白澤 卓二／医学監修 主婦の友社 T41  

ちゃちゃっとイタリアン！ 貝谷 郁子／著 宝島社 T41  

作っておける前菜、ほうっておけるメイン 若山 曜子／著 主婦と生活社 T41  

おせちと一緒に作りたいお正月のもてなし料理 大切な人たちの集まりに、とっ

ておきのご馳走を 上島 亜紀／著 成美堂出版 T42  

おおきなクッキー！ 荻田 尚子／著 主婦と生活社 T46  

ほうじ茶のお菓子 ほっと心がほどける 40レシピ  

本間 節子／著 主婦の友社 T46  

ポルトガル菓子図鑑 お菓子の由来と作り方  

ドゥアルテ智子／著 誠文堂新光社 T46  

時間がない朝、食欲がない朝はスープ&ドリンクを作りましょう 

 松尾 みゆき／著 大泉書店 T47  

すてきなフルーツスタイリング 切って、盛って、手みやげにもなる 

 Misako Suzuki／著 世界文化社 T48  

多肉植物コーデックス 長田 研／著 NHK出版 T6  

鉢植えで育てやすい花木・実もの・きれいな葉  

船越 亮二／著 主婦の友社 T6  

赤ちゃんとママの熟睡スイッチ 寝かしつけ 0秒、夜泣きもなくなる  

小林 麻利子／著 G.B. T8  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

たまひよ赤ちゃんのしあわせ名前事典 2020-2021年版  

たまごクラブ／編 ベネッセコーポレーション T8  

お父さんのための子育ての教科書 七田 厚／著 ダイヤモンド社 T9  

こんなときどうしたらいいの？感情的にならない子育て  

シーン別でわかる 高祖 常子／著 かんき出版 T9  

 

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

日野自動車の 100年 世界初の技術に挑戦しつづけるメーカー 

 鈴木 孝／編著 三樹書房 SM1  

生活保護手帳 2019年度版 中央法規出版 SQ2  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

全国市町村要覧 令和 01年版 市町村要覧編集委員会／編 第一法規 R318.1  

宮沢賢治大活字本シリーズ ２ 宮沢 賢治／著 三和書籍 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

『驚愕の曠野』 

筒井康隆／著 新潮社 2002 年 
 

「この長いながいお話、とうとうこんなに読んできてしまいました」という書き出

しで、この物語ははじまる。これは「おねえさん」の言葉で、おねえさんは子どもた

ちに本を読んで聞かせてあげているらしい。その続きを、おねえさんは「では、読み

始めましょうね」と言って読みはじめる。そこからいわゆる劇中劇の体裁で物語がは

じまるのだが、ページをめくると、何と第 332巻と書いてあるのだ。この時点で異空

間的な気配が誌面から漂ってくる。舞台は荒廃した近未来らしい。 

この「影二」「小清」らの物語は「おねえさん」という物語の外にいる人物によっ

て朗読されているのであるが、彼女は「驚愕の荒野」版の物語の半ばで死に、別のも

のが代読する。ここで少しの恐怖を抱くのは、いったいどの物語が「ほんとう」なの

かわからなくなること。想像力を刺激されます。（М） 

 

1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 
15日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

30日（木） 10：30～ ― ― 

高幡図書館 
8日（水） 

15：00～ 15：30～ 16：00～ 
22日（水） 

日野図書館 22日（水） ― ― 16：00～ 

多摩平図書館 
16日（木） 10：30～ ― ― 

29日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

平山図書館 23日（木） 10：30～ ― ― 

百草図書館 24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 23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 1 月 2 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 

 

 

16 日 
   

6 日 

 

20 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 

 

17 日 

7 日 

 

21 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） 

8 日 

22 日 

12 日 

26 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

9 日   

 

23 日 

13 日   

 

27 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 

10 日 

 

24 日 

14 日 

 

28 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 1月・2月巡回日程 


