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２０２０年 ２月 №246 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

２月１１日（火）、２４日（月）祝日は開館します！ 

（市政図書室を除く） 

2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 日野宿発見隊 まち歩き会 

   線路沿いを歩く 祝・日野駅開業 130年 

P.3 多摩平の森ふれあい館まつり 2020  

図書館では、「雑誌」「児童書」のリサイクル資料を頒布します！ 

P.4 島田潤一郎さんトークライブ開催決定！ 

P.5 簡単！便利！順番予約 

P.6 図書館に入った新しい本  

P.23 図書館員の本箱 

   2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） 
3日 10日 17日    

市政図書室（日曜日・祝日） 2日 9日 11日 16日 23日 24日 
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１月 6日に開業 130年を迎えた日野駅の周辺を 

微に入り細に入り見て歩きます。 
 

開催日：令和 2 年３月２0 日（金・祝）９時半から正午 

集合場所：日野図書館 駐車場（日野本町７-５-１４） 

解散場所：柴崎市民体育館〈予定〉（立川市柴崎町 6-15-9） 

定員：先着１５名 

申込期間：令和 2 年２月 21 日（金）～3 月 13 日（金） 

申込方法：日野図書館へ電話または来館 

申込・問合：日野図書館 電話 ０４２－５８４－０４６７ 

 

  

 

 

線路沿いを歩く 
～微に入り 細に入り～ 

 http://www.hinoshuku.com 

祝・日野駅開業 130 年 

第 94弾 まち歩き会 

館報ひろば 1 月号でお知らせした「まちかど写真館 in ひの～祝・日野駅開業

130年～」は、好評につき 3月 29日（日）まで展示期間を延長します。 

                              会場：日野駅改札外 東側歩道 
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多摩平の森ふれあい館まつり 2020   

図書館で役割を終えた雑誌・子どもの本を 

無料で頒布します！ 
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日野市立中央図書館耐震補強工事記念  

島田潤一郎さんトークライブ 

「おかえり全集～本は人のよう～」 開催決定！ 
 

 

中央図書館の耐震補強工事にあたり、外部倉庫に移っていた個人文学全

集などが帰ってきます！  

工事に伴う数々のご不便を見守り、利用し続けていただきまして、ありが

とうございます。その感謝の気持ちも込めて、「本を読むこと」や「長く読み

継がれる本」について、夏葉社の島田潤一郎さんにお話しいただき、みなさ

まと思いを巡らせたいと考えております。ぜひご参加ください！ 

 

 

■日時  ：令和 2 年 3 月 13 日(金) 

     ：午後 7 時 15 分から午後８時４５分 

■会場  ：日野市立中央図書館 開架室 個人文学全集前 

■講師  ：島田 潤一郎さん (株式会社夏葉社 代表取締役) 

                        ＊手話通訳あり 

■費用：無料 

  ＊事前申込不要 

  ＊駐車場に限りがあります、公共交通機関をご利用下さい 

 

お問合せ 

       中央図書館 Tel．042－586－0584 
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図書館 HP または館内端末（Opac）から予約する本または予約中の本

で、上下巻など続きの本を、順番に読めるようにできます。 

 

※窓口にて「パスワード」を取得しておく必要があります。 

※窓口でも、「順番予約」を受付けております。 
 

 

 

 

 

① まず、読みたい上下巻などを「カートへ追加」していきます。 

② 一番下の「順番予約ヘ」（「受取順」）を選びます。 

③ 「順番予約一覧」がでますので一番左「受取順」を指定します。 

④ 一番下の「順番予約申込み」（「予約する」）を選びます。 

⑤ 最後に「予約状況一覧」を開き順番に予約されているか確認しま

す。できていれば終了となります。 

 

 

 

 

 

① 「予約状況」又は「予約中」をクリックし「予約状況一覧」を開き

ます。 

② 一番下の「順番予約ヘ」（「受取順指定」）を選びます。 

③ 「順番予約一覧」がでますので一番左「受取順」を指定します。 

④ 一番下の「順番予約申込み」（「予約する」）を選びます。 

⑤ 「予約状況一覧」に戻りますので、順番に予約されているか確認し

ます。できていれば終了となります。 

簡単！便利！ 

☆順番予約☆ 
☆順番予約とは？ 

☆☆順番予約①これから予約する本 

※スマートフォンの場合（）カッコ内の表示になります 

☆☆☆順番予約②予約中の本 

※スマートフォンの場合（）カッコ内の表示になります 
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  図書館に入った 新 し い 本 
11月 27日から 12月 19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                                       

司書職制度の再構築 日本の図書館職に求められる専門性 

 大城 善盛／著 日本評論社 013.1  

若い人のための 10冊の本 小林 康夫／著 筑摩書房 019  

子どもの本の道しるべ 斎藤 次郎／著 子どもの未来社 019.5  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

西田幾多郎の哲学＝絶対無の場所とは何か 中村 昇／著 講談社 121.9  

精神科医が教える聴く技術 高橋 和巳／著 筑摩書房 146.3  

俺たちの老いじたく 50代で始めて 70代でわかったこと  

弘兼 憲史／著 祥伝社 159  

渡辺えりの人生相談 荒波を乗り越える 50の知恵  

渡辺 えり／著 毎日新聞出版 159  

女性のためのブレない生き方 坂東 眞理子／著 ロングセラーズ 159.6  

日本のイスラーム 歴史・宗教・文化を読み解く  

小村 明子／著 朝日新聞出版 167  

御朱印さんぽ東京の寺社 ぶらり日帰りで、運気アップ！ 

 JTBパブリッシング 185.9  

女のキリスト教史 「もう一つのフェミニズム」の系譜  

竹下 節子／著 筑摩書房 190.2  

 

 

 



7 

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

暗殺が変えた世界史 上・下  

ジャン＝クリストフ・ビュイッソン／著 原書房 209  

スクエア・アンド・タワー 上・下  

ニーアル・ファーガソン／著 東洋経済新報社 209  

「土地と財産」で読み解く日本史 大村 大次郎／著 PHP研究所 210  

はじめての日本古代史 倉本 一宏／著 筑摩書房 213  

戦国大名北条氏の歴史 小田原開府五百年のあゆみ  

小田原城総合管理事務所／編 吉川弘文館 214.7  

戦国忠義と裏切りの作法 小和田 哲男／監修 G.B. 214.7  

下級武士の田舎暮らし日記 奉公・金策・獣害対策  

支倉 清／著 築地書館 215  

コロンビア商人がみた維新後の日本  

ニコラス・タンコ・アルメロ／著 中央公論新社 216  

１９６４ 前の東京オリンピックのころを回想してみた。  

泉 麻人／著 三賢社 217.6  

絵で旅するローマ帝国時代のガリア 古代の建築・文化・暮らし 

 ジェラール・クーロン／著 マール社 232.8  

東ドイツ史 1945-1990 ウルリヒ・メーラート／著 白水社 234  

ウィーン包囲 オスマン・トルコと神聖ローマ帝国の激闘  

菊池 良生／著 河出書房新社 234.6  

明智光秀の生涯 諏訪 勝則／著 吉川弘文館 281/ｱ 

決定版面白いほどよくわかる！家紋と名字  

高澤 等／家紋監修 西東社 288.6  

プリン本 昭文社 291  

るるぶ安くていい宿関東周辺 ２０１９ JTBパブリッシング 291  

データで丸裸！首都圏最高の街最低の街  

東京 神奈川 埼玉 千葉 都道府県研究会／著 洋泉社 291.3  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

地図で読み解く京王沿線 岡田 直／監修 三才ブックス 291.36  

ミシュランガイド東京 2020 日本ミシュランタイヤ 291.36  

百舌鳥・古市古墳群 凸凹地図とおさんぽマップ 実業之日本社 291.63  

大人の男アジアひとり旅 気軽に出かける！  

水野 純／著 ダイヤモンド・ビッグ社 292  

ダナン&ホイアン PHOTO TRAVEL GUIDE 絶景プロデューサー・詩歩が巡るベトナム 

 詩歩／著 ダイヤモンド・ビッグ社 292.31  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

池上彰の世界の見方 イギリスと EU 揺れる連合王国  

池上 彰／著 小学館 302.33  

地図で見るブラジルハンドブック オリヴィエ・ダベーヌ／著 原書房 302.62  

日本の聖域(サンクチュアリ)シークレット 「選択」編集部／編 新潮社 304  

中国は 2020年で終わる 高山 正之／著 新潮社 304/ﾀ 

IDENTITY 尊厳の欲求と憤りの政治  

フランシス・フクヤマ／著 朝日新聞出版 304/ﾌ 

グラフと地図で知るこれからの 20年  

ヴィルジニー・レッソン／著 原書房 304/ﾚ 

永田町知謀戦 ４ 大下 英治／著 さくら舎 312.1  

野中広務権力闘争全史  

大下 英治／著 エムディエヌコーポレーション 312.8/ﾉ 

国際社会を支配する地政学の思考法  

歴史・情報・大衆を操作すれば他国を思い通りにできる  

ペドロ・バーニョス／著 講談社 312.9  

#あなたを幸せにしたいんだ 山本太郎とれいわ新選組  

山本 太郎／著 集英社 315.1  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

７つの階級 英国階級調査報告 マイク・サヴィジ／著 東洋経済新報社 316.3  

モンスターと化した韓国の奈落 アメリカが反日・文在寅を断罪 

する 古森 義久／著 ビジネス社 319.1  

平和のための安全保障論 軍事力の役割と限界を知る  

渡邊 隆／著 かもがわ出版 319.8  

はじめての憲法 篠田 英朗／著 筑摩書房 323.1  

14億人のデジタル・エコノミー 中国 AIビッグバン  

馬 文彦／著 早川書房 332.22  

高橋洋一&石平のデータとファクトで読み解くざんねんな中国 

 高橋 洋一／著 ビジネス社 332.22  

新しい人事労務管理 佐藤 博樹／著 有斐閣 336.4  

図解でわかる会社の数字 株価を動かす財務データの見方 

 花岡 幸子／著 筑摩書房 336.8  

MMT 現代貨幣理論とは何か 井上 智洋／著 講談社 337.1  

日本貨幣カタログ 2020  

日本貨幣商協同組合／編集 日本貨幣商協同組合 337.21  

キャッシュレス進化論 世界が教えてくれたキャッシュレス社会への道しるべ  

安留 義孝／著 金融財政事情研究会 338  

確定申告 所得・必要経費・控除 得なのはどっち？ 元国税専門官が教える！  

小林 義崇／著 河出書房新社 345.1  

図解いちばんやさしく丁寧に書いた青色申告の本 '20年版  

千代田タックスパートナーズ／監修 成美堂出版 345.1  

超高層のバベル 見田宗介対話集 見田 宗介／著 講談社 361  

法律家が教える LGBT フレンドリーな職場づくりガイド 従業員が安心して実力

を発揮できる職場をつくるために  

LGBTとアライのための法律家ネットワーク／著 法研 366.3  

大人になる前に知る性のこと 他人を尊重し、自分を大切にする 

 加納 尚美／編著 ぺりかん社 367.6  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

高齢者に喜ばれる「マジック」レクリエーション 現場で使える手品ネタ&実演のコツ  

沢 しんや／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 367.9  

身近な人の施設介護を考えるときに読む本 もう限界！  

高室 成幸／監修 自由国民社 367.9  

トリカブト「本庄保険金殺人事件」元捜査一課刑事の回想  

大澤 良州／著 宝島社 368.6  

ケアマネジャーをめざす人の本 '20年版 介護支援専門員  

コンデックス情報研究所／編著 成美堂出版 369.2  

レスキューナースが教えるプチプラ防災 辻 直美／著 扶桑社 369.3  

ちいさな大きなたからもの 特別養子縁組からはじまる家族のカタチ  

瀬奈 じゅん／著 方丈社 369.4  

やさしい教育心理学 鎌原 雅彦／著 有斐閣 371.4  

若者保守化のリアル 「普通がいい」というラディカルな夢 

 中西 新太郎／著 花伝社 371.4  

片手袋研究入門 小さな落としものから読み解く都市と人 

 石井 公二／著 実業之日本社 383.4  

「失敗の本質」と戦略思想 孫子・クラウゼヴィッツで読み解く 

日本軍の敗因 西田 陽一／著 筑摩書房 391.2  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

最強に面白い！！物理 ニュートンプレス 420  

やりなおし高校物理 永野 裕之／著 筑摩書房 420  

図解ロウソクの科学 面白いほど科学的な物の見方が身につく 

 市岡 元気／監修 宝島社 430.4  

3D地図でわかる日本列島地形図鑑 高田 将志／監修 成美堂出版 454.91  

ホリスティック医学入門 治りにくい病の根源を探る  

降矢 英成／著 農山漁村文化協会 490.4/ﾌ 

マンガでわかる東洋医学の教科書 三浦 於菟／監修 ナツメ社 490.9  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

ゆがみを直す整体学 西洋医学でもない東洋医学でもない整体学という第 3の医学                     

宮川 眞人／著 彩図社 492.79 

撃ち落とされたエイズの巨星 HIV/AIDS撲滅をめざしたユップ・ランゲ博士の闘い  

シーマ・ヤスミン／著 羊土社 493.11  

心臓病 狭心症・心筋梗塞・不整脈ほか 三田村 秀雄／監修 高橋書店 493.23  

こんなに怖い図解睡眠時無呼吸症候群 1万人の患者を診た名医が教える治療法  

白濱 龍太郎／監修 日東書院本社 493.3  

胃を切った人を元気いっぱいにする食事 160  

再発を防ぐ！体をいたわるおいしいレシピ 土田 知史／監修 主婦の友社 493.45  

腰痛消滅！ 一生痛まない腰になるたった一つの習慣  

中村 哲也／著 自由国民社 493.6  

精神科医がみた老いの不安・抑うつと成熟  

竹中 星郎／著 朝日新聞出版 493.7  

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  

５円玉で見つかる認知症を止めるすごいツボ  

認知症の介護で共倒れしないために、今家族ができること  

荒木 誠／著 わかさ出版 493.75  

こどもホスピス 限りある小さな命が輝く場所 田川 尚登／著 新泉社 493.9  

子どもの不調は顔でわかる 渡邉 由／著 産業編集センター 493.92  

子どもたちのビミョーな本音 武井 明／著 日本評論社 493.93  

発達障害を救う在野の脳神経外科医が風に向かって立つ！ 

この子たちの希望の光を決して消させない  下地 武義／著 現代書林 493.94  

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  

0歳からの歯育て わが子を愛するお母さんに伝えたい大切なこと  

下田 孝義／著 現代書林 497  

マインドフルネスがよくわかる本 樫尾 直樹／著 秀和システム 498.39  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

食べる投資 ハーバードが教える世界最高の食事術  

満尾 正／著 アチーブメント出版 498.5  

体に効く！アーユルヴェーダ・カフェ インドの医食同源にもとづく、お手軽レシピ  

上馬塲 和夫／著 主婦の友社 498.58  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

今すぐ使えるかんたん AutoCAD/AutoCAD LT 2020対応版 

日野 眞澄／著 技術評論社 501.8 

図解でわかる 14歳からのプラスチックと環境問題  

インフォビジュアル研究所／著 太田出版 519  

産業廃棄物革命 IoT化でさらに進む産業廃棄物の世界  

石井 美也紀／著 ダイヤモンド・ビジネス企画 519.7  

旅する建築家 隈研吾の魅力 田實 碧／著 双葉社 520.2/ｸ 

木のぬくもりが生きるマテリアル 廃プラスチック+住宅廃材で資源循環型社会をつくる 

鈴木 淳／著 ダイヤモンド・ビジネス企画 524.2  

スバル ヒコーキ野郎が作ったクルマ 野地 秩嘉／著 プレジデント社 537  

フクシマ事故と東京オリンピック 7カ国語対応 小出 裕章／著 径書房 543.4  

動画編集&DVD作成プロ技 BESTセレクション  

Premiere Elements対応版 山本 浩司／著 技術評論社 547.8  

高校数学でわかるディープラーニングのしくみ AIはこのような考え方で判断を

下しているのだ！ということが実感できる 涌井 貞美／著 ベレ出版 548.1  

人間のトリセツ 人工知能への手紙 黒川 伊保子／著 筑摩書房 548.1  

老いてこそデジタルを。 若宮 正子／著 1万年堂出版 548.3  

アウトルック最強時短仕事術 メール処理をスグに片付けるテクニック  

守屋 恵一／著 技術評論社 548.3  

ぼくは蒸留家になることにした 江口 宏志／著 世界文化社 588.5  
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６００ 産業・交通・通信                                                                                         

タダでテレビに取り上げられる方法 人気情報番組の放送作家がこっそり教える 

石田 章洋／著 日本実業出版社 674.6  

50億稼いだおっさんが教える月 5万稼ぐ株投資  

ど素人―初級者入門・再入門に最適 たけぞう／著 ぱる出版 676.3  

鉄道珍百景 “ツボ”にはまる！！ 坪内 政美／著 天夢人 686.21  

電車の顔図鑑 ４ 江口 明男／著 天夢人 686.21  

二重らせん 欲望と喧噪のメディア 中川 一徳／著 講談社 699  

テレビ越しの東京史 戦後首都の遠視法 松山 秀明／著 青土社 699.21  

私の「紅白歌合戦」物語 山川 静夫／著 文藝春秋 699.9  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

もっと知りたい浮世絵 田辺 昌子／著 東京美術 721.8  

時代を語る名画たち 絵画を変えた 22人の天才 木村 泰司／著 ぴあ 723  

名画の中の恋人たち 永井 龍之介／監修 池田書店 723  

エドワード・ホッパー 静寂と距離 青木 保／著 青土社 723.8/ﾎ 

ヒエロニムス・ボスの世界 大まじめな風景のおかしな楽園へようこそ  

ティル＝ホルガー・ボルヒェルト／著 パイインターナショナル 723.8/ﾎ 

水木しげる大研究。 妖怪・漫画とともに生きた鬼才。  

ペン編集部／編 CCCメディアハウス 726.1  

おとぎ話の絵画史 挿絵黄金時代に描かれた魅惑の幻想世界 

 春燈社／編 辰巳出版 726.5  

ターシャ・テューダーを撮る喜び 写真家だけが知るターシャの魅力  

リチャード・W.ブラウン／写真・文 KADOKAWA 726.5  

ものは言いよう ヨシタケ シンスケ／著 白泉社 726.5  

あっぱれ折り紙 切らずに一枚で折る十二支と日本を楽しむ折り紙  

フチモト ムネジ／著 エムディエヌコーポレーション 754.9  

なんとかする工作 青木 亮作／著 玄光社 754.9  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

レゴブロックの世界 ダニエル・リプコーウィッツ／著 東京書籍 759  

音楽ってなんだろう？ 知れば知るほど楽しくなる  

池辺 晋一郎／著 平凡社 760  

ブラームス 吉田 秀和／著 河出書房新社 762.8/ﾌ 

パワーアップ吹奏楽！楽器のメンテナンス ヤマハアトリエ東京／監修  

ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 763  

MUSIC LIFE特集●フレディ・マーキュリー/QUEEN  

永遠の輝きを放つヴォーカリスト シンコーミュージック・エンタテイメント 764.7  

いいことだけ考える 市原悦子のことば 沢部 ひとみ／著 文藝春秋 772.8/ｲ 

ビジネスパーソンのための文楽のすゝめ  

竹本 織太夫／監修 実業之日本社 777.1  

講談師・浪曲師になるには 小泉 博明／著 ぺりかん社 779.1  

パラスポーツ・ボランティア入門 共生社会を実現するために 

 松尾 哲矢／編 旬報社 780.1  

箱根のメンタル 箱根駅伝から僕たちが学んだこと  

設楽 悠太／ほか著 宝島社 782.3  

ラグビーW杯 2019桜の証言。 文藝春秋 783.4  

基本のロープワーク 羽根田 治／著 山と溪谷社 786  

登山ボディ 芳須 勲／監修・著 山と溪谷社 786.1  

山の安全管理術 木元 康晴／著 山と溪谷社 786.1  

雪山登山 天野 和明／監修・著 山と溪谷社 786.1  

おれたちを齧るな！ 椎名 誠／著 小学館 787.1  

山のクジラを獲りたくて 単独忍び猟記 武重 謙／著 山と溪谷社 787.6  

太極拳で 100歳まで健やかに美しく生きる  

究極の健康法 楊 慧／著 山と溪谷社 789.2 

忍者バイリンガルガイド 黒井 宏光／監修 小学館 789.8  

詰むか詰まないか読みきり将棋 森 信雄／著 実業之日本社 796  
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８００ 語学                                                        

ことばの教育を問いなおす 国語・英語の現在と未来  

鳥飼 玖美子／著 筑摩書房 810.7  

ニューエクスプレスプラス広東語 飯田 真紀／著 白水社 828.4  

ニューエクスプレスプラス アラビア語 竹田 敏之／著 白水社 829.76  

この英語、訳せない！ headは頭？顔？首？  

越前 敏弥／著 ジャパンタイムズ出版 837.5  

スパルタ英会話 挫折せずに結果を出せる最速学習メソッド 

 小茂鳥 雅史／著 CCCメディアハウス 837.8  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

ドクター・ホフマンのサナトリウム カフカ第 4の長編  

ケラリーノ・サンドロヴィッチ／著 論創社 912.6/ｹ 

ザ・空気 ver.２ 永井 愛／著 而立書房 912.6/ﾅ 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

 

居酒屋ぼったくり おかわり！ 秋川 滝美／著 アルファポリス 913.6/ｱｷｶ 

大名倒産 上・下 浅田 次郎／著 文藝春秋 913.6/ｱｻﾀ 

思い出の修理工場 石井 朋彦／著 サンマーク出版 913.6/ｲｼｲ 

黒鳥の湖 宇佐美 まこと／著 祥伝社 913.6/ｳｻﾐ 

トヨトミの逆襲 梶山 三郎／著 小学館 913.6/ｶｼﾔ 

熊本くんの本棚 ゲイ彼と私とカレーライス  

キタハラ／著 KADOKAWA 913.6/ｷﾀﾊ 

家族パズル 黒田 研二／著 講談社 913.6/ｸﾛﾀ 

抵抗都市 佐々木 譲／著 集英社 913.6/ｻｻｷ 

忠臣蔵の姫 阿久利 佐々木 裕一／著 小学館 913.6/ｻｻｷ 

花咲小路一丁目の髪結いの亭主 小路 幸也／著 ポプラ社 913.6/ｼﾖｳ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

男はつらいよ お帰り寅さん 山田 洋次／原作・脚本 講談社 913.6/ｼﾖｳ 

看守の流儀 城山 真一／著 宝島社 913.6/ｼﾛﾔ 

地面師たち 新庄 耕／著 集英社 913.6/ｼﾝｼ 

如何様 高山 羽根子／著 朝日新聞出版 913.6/ﾀｶﾔ 

遠の眠りの 谷崎 由依／著 集英社 913.6/ﾀﾆｻ 

キッドの運命 中島 京子／著 集英社 913.6/ﾅｶｼ 

わたしの美しい庭 凪良 ゆう／著 ポプラ社 913.6/ﾅｷﾗ 

舞鶴の海を愛した男 西村 京太郎／著 徳間書店 913.6/ﾆｼﾑ 

瓦礫の死角 西村 賢太／著 講談社 913.6/ﾆｼﾑ 

赤い部屋異聞 法月 綸太郎／著 KADOKAWA 913.6/ﾉﾘｽ 

甘夏とオリオン 増山 実／著 KADOKAWA 913.6/ﾏｽﾔ 

黒武御神火御殿 三島屋変調百物語六之続  

宮部 みゆき／著 毎日新聞出版 913.6/ﾐﾔﾍ 

できない相談 森 絵都／著 筑摩書房 913.6/ﾓﾘ 

ぷくぷく 森沢 明夫／著 小学館 913.6/ﾓﾘｻ 

桔梗の旗 明智光秀と光慶 谷津 矢車／著 潮出版社 913.6/ﾔﾂ 

ゲート SEASON２-４ 自衛隊彼の海にて、斯く戦えり  

柳内 たくみ／著 アルファポリス 913.6/ﾔﾅｲ 

リボンの男 山崎 ナオコーラ／著 河出書房新社 913.6/ﾔﾏｻ 

後家殺し 山本 一力／著 小学館 913.6/ﾔﾏﾓ 

捜査一課ドラキュラ分室 大阪刑務所襲撃計画  

吉田 恭教／著 南雲堂 913.6/ﾖｼﾀ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

大人のカタチを語ろう。 伊集院 静／著 集英社 914.6/ｲｼﾕ 

エベレストには登らない 角幡 唯介／著 小学館 914.6/ｶｸﾊ 

気がつけば、終着駅 佐藤 愛子／著 中央公論新社 914.6/ｻﾄｳ 
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◆◆◆９１４．６～９１７ 日本のエッセイ（つづき）◆◆◆ 

あなたの孤独は美しい 戸田 真琴／著 竹書房 914.6/ﾄﾀ 

だから、何。 中野 翠／著 毎日新聞出版 914.6/ﾅｶﾉ 

芸人と影 ビートたけし／著 小学館 914.6/ﾋﾄﾀ 

忍びの滋賀 いつも京都の日陰で 姫野 カオルコ／著 小学館 914.6/ﾋﾒﾉ 

ごろごろ、神戸。 平民金子／著 ぴあ株式会社関西支社 914.6/ﾍｲﾐ 

わたしの好きな街 独断と偏愛の東京  

SUUMOタウン編集部／監修 ポプラ社 914.6/ 

障害マストゴーオン！ 福本 千夏／著 イースト・プレス 916/ﾌｸﾓ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

となりのヨンヒさん チョン ソヨン／著 集英社 929.1/ﾁ 

陰謀の島 マイケル・イネス／著 論創社 933/ｲ 

ミスター 上・下 E L ジェイムズ／著 早川書房 933/ｼ 

十二月の十日 ジョージ・ソーンダーズ／著 河出書房新社 933/ｿ 

息吹 テッド・チャン／著 早川書房 933/ﾁ 

茶匠と探偵 アリエット・ド・ボダール／著 竹書房 933/ﾎ 

ジャパンタウン バリー・ランセット／著 ホーム社 933/ﾗ 

ミレニアム ６ 上・下 早川書房 949.8/ﾗ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

リメンバー 五十嵐 貴久／著 幻冬舎 BN/ｲｶ 

相棒 season17下 輿水 泰弘／ほか脚本 朝日新聞出版 BN/ｲｶ 

桃太郎姫暴れ大奥 井川 香四郎／著 実業之日本社 BN/ｲｶ 

その男 1・２・３ 池波 正太郎／著 文藝春秋 BN/ｲｹ 

アフロ記者 稲垣 えみ子／著 朝日新聞出版 BN/ｲﾅ 

怪盗鼠推参 ４ 稲葉 稔／著 幻冬舎 BN/ｲﾅ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

半七捕物帳 江戸探偵怪異譚 岡本 綺堂／著 新潮社 BN/ｵｶ 

居酒屋お夏 10 岡本 さとる／著 幻冬舎 BN/ｵｶ 

同心亀無剣之介 わかれの花 風野 真知雄／著 コスミック出版 BN/ｶｾ 

再会 追われもの 4 金子 成人／著 幻冬舎 BN/ｶﾈ 

継母の連れ子が元カノだった ３ 紙城 境介／著 KADOKAWA BN/ｶﾐ 

裏・町奉行闇仕置 ４ 倉阪 鬼一郎／著 コスミック出版 BN/ｸﾗ 

天竺茶碗 義賊・神田小僧 小杉 健治／著 幻冬舎 BN/ｺｽ 

鯖雲ノ城 居眠り磐音 21   決定版 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

お勝手のあん １ 柴田 よしき／著 角川春樹事務所 BN/ｼﾊ 

突きの鬼一 ５ 鈴木 英治／著 小学館 BN/ｽｽ 

あなたの思い出紡ぎます 霧の向こうの裁縫店 高橋 由太／著 宝島社 BN/ﾀｶ 

かっぱ先生ないしょ話 お江戸手習塾控帳  

田牧 大和／著 実業之日本社 BN/ﾀﾏ 

イダジョ！ 研修医編 医大女子 史夏 ゆみ／著 角川春樹事務所 BN/ﾄｹ 

スーパーカブ ６ トネ・コーケン／著 KADOKAWA BN/ﾄﾈ 

血染めの宝船 飛猿彦次人情噺 2 鳥羽 亮／著 幻冬舎 BN/ﾄﾊ 

スープ屋しずくの謎解き朝ごはん ５ 友井 羊／著 宝島社 BN/ﾄﾓ 

夢探偵フロイト ３ 内藤 了／著 小学館 BN/ﾅｲ 

仮装の時代 富士山麓殺人事件 西村 京太郎／著 徳間書店 BN/ﾆｼ 

とるとだす 畠中 恵／著 新潮社 BN/ﾊﾀ 

苦闘 鹿取警部補 4 浜田 文人／著 角川春樹事務所 BN/ﾊﾏ 

勘十郎まかり通る 闇太閤の野望 早見 俊／著 二見書房 BN/ﾊﾔ 

謎解きはディナーのあとで ベスト版 東川 篤哉／著 小学館 BN/ﾋｶ 

ひらり圭次郎腕貸し稼業 隠し目付 氷月 葵／著 コスミック出版 BN/ﾋｽ 

紅の刺客 剣客奉行柳生久通 ２ 藤 水名子／著 二見書房 BN/ﾌｼ 

忍び恋 新・秋山久蔵御用控 6 藤井 邦夫／著 文藝春秋 BN/ﾌｼ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

あっぱれ春馬正義剣 江戸の梁山泊  

藤村 与一郎／著 コスミック出版 BN/ﾌｼ 

冬の虹 切り絵図屋清七 6 藤原 緋沙子／著 文藝春秋 BN/ﾌｼ 

桜木杏、俳句はじめてみました 堀本 裕樹／著 幻冬舎 BN/ﾎﾘ 

評定所留役秘録 ４ 牧 秀彦／著 二見書房 BN/ﾏｷ 

ほのぼのお徒歩(かち)日記 宮部 みゆき／著 新潮社 BN/ﾐﾔ 

立夏の水菓子 たすけ鍼 山本 一力／著 朝日新聞出版 BN/ﾔﾏ 

不穏な眠り 若竹 七海／著 文藝春秋 BN/ﾜｶ 

恋する仕立屋 和久田 正明／著 小学館 BN/ﾜｸ 

妖し アンソロジー 恩田 陸／著 文藝春秋 BN  

アメリカーナ 上・下  

チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ／著 河出書房新社 B/ｱﾃ 

ロマノフ王朝の秘宝を奪え！ 上・下 クライブ・カッスラー／著 扶桑社 B/ｶﾂ 

賭博者 ドストエフスキー／著 光文社 B/ﾄｽ 

サンタクロース少年の冒険 ライマン・フランク・ボーム／著 新潮社 B/ﾎﾑ 

一抹の真実 ジグムント・ミウォシェフスキ／著 小学館 B/ﾐｳ 

ラ・ボエーム アンリ・ミュルジェール／著 光文社 B/ﾐﾕ 

流れは、いつか海へと ウォルター・モズリイ／著 早川書房 B/ﾓｽ 

闇という名の娘 ラグナル・ヨナソン／著 小学館 B/ﾗｸ 

宇宙最大のショー 宇宙英雄ローダン・シリーズ 606  

トーマス・ツィーグラー／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

Ｔ 暮らし                                                

おたのしみ歳時記 杉浦 さやか／著 ワニブックス T0  

家族葬ハンドブック 令和版 柴田 典子／監修 主婦の友社 T0  

教養としてのスーツ センスなし、お金なし、時間なしでもできる 

世界レベルの着こなし 井本 拓海／著 二見書房 T0  

図解人生を思い通りに操る片づけの心理法則 人生を最大化して幸福を手に入

れる科学的メソッド！ メンタリスト DaiGo／著 学研プラス T0  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

すっきり暮らすためのキッチンづくり 人気インスタグラマー23 人。我が家のキッ

チン、掃除、料理のコツ 主婦の友社／編 主婦の友社 T0  

１００円グッズでおしゃれ収納インテリアベストセレクション 宝島社 T0  

もう「女の家事」はやめなさい 「飯炊き女」返上が家族を救う 

 佐光 紀子／著 さくら舎 T0  

おんなの子とおとこの子の晴れの日と発表会の服  

100―130サイズ・140サイズ 4作品 日本ヴォーグ社 T11  

かんたん、素敵手ぬいで着物リメイク 決定版 高橋 恵美子／著 西東社 T11  

ホームクチュールプロセスブック 初めてでも失敗しない服作り 

 茅木 真知子／著 文化学園文化出版局 T11  

帯結びのアレンジ 日々の着物をもっと粋に  

大竹 恵理子／著 成美堂出版 T12  

原由美子のきもの上手 染と織 原 由美子／著 CCCメディアハウス T12  

ニットデザインノート 編みもの、もっとおもしろく  

野口 光／著 日本ヴォーグ社 T13  

小倉ゆき子のリボン刺しゅうの基礎 BOOK ステッチの刺し方と図案&作品  

小倉 ゆき子／著 日本ヴォーグ社 T15  

かぎ針と棒針で編むメルちゃんのお洋服&こもの  

寺西 恵里子／著 日東書院本社 T19  

牛乳パックで作る暮らしを整えるインテリア雑貨 実例 25 日本ヴォーグ社 T19  

毎日使えるバッグ&インテリアこもの 着物地をリメイク！  

藤岡 幸子／著 日東書院本社 T19  

シルバニアファミリー着せかえソーイング  

赤ちゃん服が仲間入り！シーンに合わせたお洋服と小物 80点 ブティック社 T19  

獣医師と管理栄養士が考えた愛犬のための手づくり健康ごはん１００  

古江 加奈子／著 小学館 T3  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

7歳からの老犬ごはんの教科書 シニア期の愛犬の体調や病気に合わせた食材選

び、手軽な調理法、与え方の基本がわかる 俵森 朋子／著 誠文堂新光社 T3  

圧力鍋の大絶賛レシピ 決定版！100レシピ 牛尾 理恵／著 学研プラス T41  

お家(うち)で作る至福の中国料理 黒田 弘／著 主婦の友社 T41  

笠原将弘のフライパンひとつ！すぐできベストレシピ  

笠原 将弘／著 扶桑社 T41  

栗原心平のたまごはん 栗原 心平／著 山と溪谷社 T41  

志麻さんちのごはん タサン志麻／著 幻冬舎 T41  

世界の味をおうちで楽しむ旅するスープ 荻野 恭子／著 ナツメ社 T41  

父と母へのごはん便 冷蔵・冷凍どちらもおいしい！  

上田 淳子／著 文化学園文化出版局 T41  

レンチン 1回で頑張らない電子レンジのおかず 60歳からは食べて健康に！  

村上 祥子／著 大和書房 T41  

ロジカル和食 苦手な揚げ物も煮物も魚料理も得意料理に変わる  

前田 量子／著 主婦の友社 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 

おにぎりの本 一般社団法人おにぎり協会公認  

おにぎり協会／監修 辰巳出版 T42  

野菜たっぷり具だくさんの主役パスタ１５０ これ 1品で献立いらず！  

エダジュン／著 誠文堂新光社 T44  

太らない！糖質オフのパン ピザ お菓子  

はじめてでも簡単にできる 小田原 雅人／監修 主婦の友社 T45  

これが最新！妊娠中の食事 栄養たっぷり&赤ちゃんスクスク 263レシピ  

細川 モモ／監修 主婦の友社 T8  

パパ離乳食はじめます。 本田 よう一／著 女子栄養大学出版部 T8  
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Ｓ 日野市や地域・行政に関する資料                                                

公務員の仕事の授業 疑問をほどいて失敗をなくす  

塩浜 克也／著 学陽書房 SF5  

自治体職員のための災害救援法務ハンドブック 備え、初動、 

応急から復旧、復興まで 中村 健人／著 第一法規 SX0  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

現代用語の基礎知識 2020 自由国民社／編集 自由国民社 R031  

全国学校総覧 2020年版 全国学校データ研究所／編 原書房 R370.3  

保育学用語辞典 秋田 喜代美／監修 中央法規出版 R376.1  

星の文化史事典 出雲 晶子／編著 白水社 R443  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

『神様になった動物たち』  

戸部民夫／著 大和書房 2013 年 

 
神社でおなじみの動物といえば？と聞かれて、狛犬の姿を思い浮かべる人は多い

のではないでしょうか。日本の神社には他にもたくさんの動物が関係しているので

す。神の使いとされていたり、神そのものとして祀られていたり、ご利益も様々。こ

の本では、そんな「神様」にまつわる４７種類の動物たちが歴史的な経緯とともに紹

介されています。動物たちの能力と霊力の関係や、「神使のキツネと神様の狸との違

いは？」「ウナギを食べてはいけないのはなぜ？」などなど、思わず人に話したくな

るようなエピソードも。 

普段ごく当たり前に目にする身近な動物たちでも、この本を読めばまた違った親し

みがわいてくるかも。それぞれの動物が祀られている神社も紹介されているので、好

きな動物の神社を訪ねることもできます。ちなみに私は武蔵御嶽神社に行ってみま

した。・・・さて、どんな動物が関係しているでしょう？（O） 

 

 

  

2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 
12日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

27日（木） 10：30～ ― ― 

高幡図書館 
5日（水） 

15：00～ 15：30～ 16：00～ 
19日（水） 

日野図書館 19日（水） ― ― 16：00～ 

多摩平図書館 
13日（木） 10：30～ ― ― 

26日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

平山図書館 20日（木） 10：30～ ― ― 

百草図書館 28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 20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 2 月 3 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 

6 日 

 

20 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 

7 日 

 

21 日  

6 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） 

12 日 

26 日 

11 日 

25 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

13 日   

 

27 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 

14 日 

 

28 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 2月・3月巡回日程 


