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２０２０年 4月 №248 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

４月２９日（水）祝日は開館します！ 

（市政図書室を除く） 

4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 図書館利用の一部休止および 

イベントの中止・延期について 

P.3 感染症対策へのご協力をお願いします 

P.4 中央図書館耐震補強工事完了のお知らせ 

P.5 「第 4次日野市子ども読書活動推進計画」 

を策定しました 

   図書館員の本箱 

P.6 図書館に入った新しい本  

P.23おはなし会が変わります！ 

 4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） 
6日 13日 20日 27日   

市政図書室（日曜日・祝日） 5日 12日 19日 26日 29日  

 

４月のおはなし会は中止になりました。 
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図書館利用の一部休止およびイベントの中止・延期について 

 

■新型コロナウイルス感染防止のため、図書館では集会室等の利用を休止としまし

た。また、利用される皆様にも、下記のとおりご協力をお願いしています。 

・熱や風邪等の症状のある方、体調のすぐれない方は、来館をご遠慮ください。 

・長時間の館内滞在はお控えください。 

・返却ポストは、開館時間中もご利用いただけます。 

■館内の感染予防対策としては、①アルコール消毒液の設置 ②感染症予防対策ポ

スターの掲示（手洗い・咳エチケット）【３ページをご参照ください】 ③こまめ

な換気 等を行っています。 

■予定していたイベントを中止または延期しています。延期とした下記イベントに

ついては、あらためてご案内いたします。 

 ・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～」 

 ・日野宿発見隊まち歩き会 祝・日野駅開業 130年 

「線路沿いを歩く～微に入り 細に入り～」 

  ・としょかんおはなしピクニック 2020 

（例年どおり 4月に開催予定でしたが、延期いたします。） 

★図書館ご利用の皆様には、ご不便をおかけして申し訳ありません。今後も、状況

によっては図書館利用やイベント開催への影響が予想されるものです。職員一同、

感染予防に気を配って図書館サービスを行っております。皆様にも引き続きご理

解ご協力をお願いいたします。 

日野市立図書館長 
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耐震補強工事が完了 

～中央図書館～ 

 昨年８月末より、中央図書館の耐震

補強工事を行ってきました。 

 工事による騒音や、閲覧室の縮小、

個人全集等の外部倉庫への移動等、利

用者のみなさまにはたいへんご不便

をおかけしたことを改めてお詫び申

し上げます。 

この度、工事が完了し

て、建物の耐震強度が増

し、トイレの全面改修を

行い、以前より快適にご

利用いただけます。 

これからも中央図書

館をよろしくお願いし

ます。 
※地下駐車場にアウトフレー

ムを設置して耐震強度を補強

しました。（上写真） 

右写真は、工事開始時のもの。 

※１階トイレや２階市民資料室等の壁に

ブロックが使用されていましたが、これ

を軽量鉄骨に。トイレは全面改修しまし

た。 
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「第４次日野市子ども読書活動推進計画」を策定しました 

 

 「第３次日野市子ども読書活動推進計画」の計画期間が終了することを受けて、令

和２年３月に「第４次日野市子ども読書活動推進計画」を策定しました。この計画の

期間は、令和２年度（2020 年度）から令和６年度（2024 年度）までの５年間です。 

 「本のむこうに きっとみつかる それぞれの未来」を基本理念とし、次の３つの基

本方針のもとに日野市の子どもたちの読書活動推進を図ります。 

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 

 

 

図書館員の本箱 
  

『仕事にしばられない生き方』 ヤマザキマリ／著 2018年小学館 

働き方改革や、仕事を定時で終わらせる方法が書かれたＨＯＷ ＴＯ本
ではありません。そう思ってこの本を手に取ると、がっかりするかもし
れません。 
著者は、テルマエ・ロマエを描いた漫画家だとのこと（私は知らなか

った）。 
 さて、私たちをしばっているのは、仕事だけでしょうか？お金、流
行、「普通」や「一般」という言葉、テレビ、インターネット、マスコミ
の論評や評価、ガイドブック、等々、気が付けばいろんなものにしばら
れているようにも思えます。著者は、子どものころからたいへんな経験
を種々積み重ね、その結果、「自分の頭で考えること」が大切であり、
様々な束縛から解き放たれる方法であると教えてくれています。 
 また、ときには人の力を借りることの大切さ、潮目を読むことの大切
さを著者自身の人生経験を通じて教えてくれます。 
 「仕事にしばられない」ことだけではなく、人生の大切なことを教え
てくれる一冊です。（Ҡ）                      
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  図書館に入った 新 し い 本 
1月 31日から 2月 27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                                       

現代のリベラルアーツとは何か よりよく生きるための「知の力」 

 テンミニッツ TV／編 イマジニア 002 

わたしのベスト３ 作家が選ぶ名著名作 毎日新聞出版／編 毎日新聞出版 019 

えほん・絵本・134冊 子どもと大人をつなぐ。  

増田 喜昭／著 学研教育みらい 019.5 

逃げない流儀  

四千億円稼いで「解任」された出版界の革命児高橋一平(前竹書房会長) 

小菅 宏／著 アルファベータブックス 023.1 

博物館と文化財の危機 岩城 卓二／編 人文書院 069.1 

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

世界哲学史 ２ 伊藤 邦武／責任編集 筑摩書房 102 

『論語』がわかれば日本がわかる 守屋 淳／著 筑摩書房 123.8 

詩としての哲学 ニーチェ・ハイデッガー・ローティ  

冨田 恭彦／著 講談社 133 

実力発揮メソッド パフォーマンスの心理学 外山 美樹／著 講談社 141.1 

人間の本性 人間とはいったい何か  

アルフレッド・アドラー／著 興陽館 145.9 

ナラティヴ・セラピーのダイアログ 他者と紡ぐ治療的会話、その<言語>を求めて 

国重 浩一／編著 北大路書房 146.8 

本気でトラウマを解消したいあなたへ  

藤原 ちえこ／著 日貿出版社 146.8 
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◆◆◆１００ 哲学・心理学・宗教（つづき）◆◆◆ 

「感謝」と「利他」の心が人生を幸せにする 石原 結實／著 ビジネス社 159 

異端のすすめ 強みを武器にする生き方 橋下 徹／著 SBクリエイティブ 159 

人類はなぜ<神>を生み出したのか？レザー・アスラン／著 文藝春秋 161 

感身学正記 ２ 西大寺叡尊の自伝 叡尊／著 平凡社 180.28/ｴ 

モーセと一神教 フロイト／著 光文社 193.2 

ルイス・フロイス 五野井 隆史／著 吉川弘文館 198.2 

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

日本史でたどるニッポン 本郷 和人／著 筑摩書房 210.4/ﾎ 

アジールと国家 中世日本の政治と宗教 伊藤 正敏／著 筑摩書房 214 

武蔵の武士団 その成立と故地を探る 安田 元久／著 吉川弘文館 214 

軍師千利休 秀吉暗殺計画とキリシタン大名 加治 将一／著 祥伝社 214.8 

沖縄「戦争マラリア」 強制疎開死 3600人の真相に迫る  

大矢 英代／著 あけび書房 217.5 

証言沖縄スパイ戦史 三上 智恵／著 集英社 217.5 

台湾の歴史と文化 六つの時代が織りなす「美麗島」  

大東 和重／著 中央公論新社 222.4 

ベトナム戦争と私 カメラマンの記録した戦場  

石川 文洋／著 朝日新聞出版 223.1 

わたしはナチスに盗まれた子ども 隠蔽された<レーベンスボルン>計画  

イングリット・フォン・エールハーフェン／著 原書房 234 

日本史を変えた八人の将軍 本郷 和人／著 祥伝社 281 

木戸幸一 内大臣の太平洋戦争 川田 稔／著 文藝春秋 281/ｷ 

二条良基 小川 剛生／著 吉川弘文館 281/ﾆ 

歴史人口学事始め 記録と記憶の九〇年 速水 融／著 筑摩書房 281/ﾊ 

世界の国旗図鑑 208 National Flags & Episodes  

吹浦 忠正／著 主婦の友社 288.9 

未熟児を陳列した男 新生児医療の奇妙なはじまり  

ドーン・ラッフェル／著 原書房 289.8/ｸ 
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

トマス・ジェファソン 上 権力の技法 ジョン・ミーチャム／著 白水社 289.8/ｼ 

相場師マーク・リッチ 史上最大の脱税王か、未曽有のヒーローか 

 ダニエル・アマン／著 パンローリング 289.8/ﾘ 

谷根千のイロハ 森 まゆみ／著 亜紀書房 291.36 

新しい古代史へ ３ 平川 南／著 吉川弘文館 291.51 

メキシコ・地人巡礼 小林 孝信／著 現代書館 295.6 

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

反日種族の常識 Moon Jae‐in 室谷 克実／著 飛鳥新社 302.21 

ベストセラーで読み解く現代アメリカ 渡辺 由佳里／著 亜紀書房 302.53 

国家の行方 西尾 幹二／著 産経新聞出版 304/ﾆ 

共産党宣言 マルクス／著 光文社 309.3 

柳田國男民主主義論集 柳田 國男／著 平凡社 311.7 

汚れた桜 「桜を見る会」疑惑に迫った 49日  

毎日新聞「桜を見る会」取材班／著 毎日新聞出版 312.1 

田中角栄最後の激闘 下剋上の掟 大下 英治／著 さくら舎 312.1 

EU離脱 イギリスとヨーロッパの地殻変動 鶴岡 路人／著 筑摩書房 312.33 

格差と分断のアメリカ 西山 隆行／著 東京堂出版 312.53 

地経学とは何か 船橋 洋一／著 文藝春秋 312.9 

地方公務員の人事がわかる本 圓生 和之／著 学陽書房 318.3 

自治体広報 SNS活用法 地域の魅力の見つけ方・伝え方  

清水 将之／著 第一法規 318.5 

歴史に残る外交三賢人 ビスマルク、タレーラン、ドゴール 

 伊藤 貫／著 中央公論新社 319 

反日韓国という幻想 誤解だらけの日韓関係  

澤田 克己／著 毎日新聞出版 319.1 

ハルマゲドン人類と核 下 ロドリク・ブレースウェート／著 白水社 319.8 

最強の相続 荻原 博子／著 文藝春秋 324.7 

 



9 

 

◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

絶対に知らないとヤバイ！家族信託の手続きの進め方  

司法書士・税理士・行政書士が教える 赤津 寛紀／著 彩図社 324.7 

世界の刑務所を訪ねて 犯罪のない社会づくり 田中 和徳／著 小学館 326.9 

99%の人が気づいていないお金の正体 堀江 貴文／著 宝島社 330.4/ﾎ 

スミス・マルクス・ケインズ よみがえる危機の処方箋  

ウルリケ・ヘルマン／著 みすず書房 331.2 

国家・企業・通貨 グローバリズムの不都合な未来 岩村 充／著 新潮社 332 

移民と日本社会 データで読み解く実態と将来像  

永吉 希久子／著 中央公論新社 334.41 

新エクセレント・カンパニー AIに勝てる組織の条件  

トム・ピーターズ／著 早川書房 335 

創業家一族 有森 隆／著 エムディエヌコーポレーション 335.4 

本気のセキュリティ対策ガイド 中小企業の IT担当者必携 

 佐々木 伸彦／著 技術評論社 336.1 

会計の神さまが教えてくれたお金のルール  

天野 敦之／著 日本実業出版社 336.9 

財務数値への影響がわかるケース１００ この取引で B/S・P/Lはどう動く？  

佐和 周／著 中央経済社 336.9 

キャッシュレス生活、1 年やってみた 結局、どうするのが一番いいんですか？ 

美崎 栄一郎／著 祥伝社 338 

いつ死んでも後悔しない！かしこい「生前贈与」  

渡辺 由紀子／著 PHP研究所 345.5 

ロスジェネのすべて 格差、貧困、「戦争論」  

雨宮 処凛／編著 あけび書房 361.4 

AI vs.民主主義 高度化する世論操作の深層 NHK取材班／著 NHK出版 361.5 

現代日本人の意識構造 NHK放送文化研究所／編 NHK出版 361.61 

人事担当者の「本音」と「実態」  本当はこんな基準で選んでいる 

 松尾 泰洋／著 同友館 366.2 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

管理職のためのハラスメント予防&対応ブック  

2020 年 6月施行「パワハラ防止法」に完全対応 向井 蘭／著 ダイヤモンド社 366.3 

女子の選択 橘木 俊詔／著 東洋経済新報社 367.21 

証言貧困女子 助けて！と言えない 39人の悲しき理由  

中村 淳彦／監修 宝島社 367.21 

きらいな母を看取れますか？関係がわるい母娘の最終章  

寺田 和代／著 主婦の友社 367.3 

イラスト・写真でよくわかる力の要らない介助術  

介護に携わるすべての人に役立つ！ 福辺 節子／監修 ナツメ社 367.9 

近藤勝重流 老いの抜け道 近藤 勝重／著 幻冬舎 367.9 

DOPESICK アメリカを蝕むオピオイド危機  

ベス・メイシー／著 光文社 368.6 

民生委員活動の基礎知識 おさえておきたい 30のポイント 

 小林 雅彦／著 中央法規出版 369 

結愛へ 目黒区虐待死事件 母の獄中手記 船戸 優里／著 小学館 369.4 

学校の「当たり前」をやめてはいけない！ 現場から疑う教育改革 

 諏訪 哲二／著 現代書館 370.4/ｽ 

英語コンプレックス粉砕宣言 鳥飼 玖美子／著 中央公論新社 375.8 

デジタル時代に向けた幼児教育・保育 人生初期の学びと育ちを支援する  

アンドレアス・シュライヒャー／著 明石書店 376.1 

留学を考え始めた親と子が読む本 平田 久子／著 コスモピア 377.6 

大学生が狙われる 50の危険 学生と親のための安全・安心マニュアル  

三菱総合研究所／著 青春出版社 377.9 

発達障害の子どもと楽しむワークショップ スウェーデンの作業療法士が教える 

河本 佳子／著 かもがわ出版 378 

インディオの村通い 40年 <いのち>みつめて 清水 透／著 岩波書店 382.56 

戦国、まずい飯！ 黒澤 はゆま／著 集英社インターナショナル 383.8 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

妖精の教科書 神話と伝説と物語 スカイ・アレクサンダー／著 原書房 388 

遠野奇談 佐々木 喜善／著 河出書房新社 388.12 

近現代スパイの作法 落合 浩太郎／監修 G.B. 391.6 

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

世界を変えた 150の科学の本 ブライアン・クレッグ／著 創元社 403.1 

銀河の片隅で科学夜話  
物理学者が語る、すばらしく不思議で美しいこの世界の小さな驚異  

全 卓樹／著 朝日出版社 404/ｾ 

数学と文化 赤 攝也／著 筑摩書房 410.4/ｾ 

最強に面白い！！虚数 ニュートンプレス 412 

「ファインマン物理学」を読む 電磁気学を中心として  

竹内 薫／著 講談社 421 

星を楽しむ双眼鏡で星空観察  

月、星、彗星、星雲・星団、星座をめぐって星空さんぽ  

大野 裕明／著 誠文堂新光社 442 

木星・土星ガイドブック 鳫 宏道／著 恒星社厚生閣 445.5 

ジオスケープ・ジャパン 地形写真家と巡る絶景ガイド  

竹下 光士／著 山と溪谷社 454.91 

中村桂子コレクション ２ いのち愛づる生命誌  

中村 桂子／著 藤原書店 460.8 

進化のからくり 現代のダーウィンたちの物語 千葉 聡／著 講談社 467.5 

アフリカからアジアへ 現生人類はどう拡散したか  

西秋 良宏／編 朝日新聞出版 469.3 

骨が語る人類史 ブライアン・スウィーテク／著 原書房 469.4 

サピエンス日本上陸 3万年前の大航海 海部 陽介／著 講談社 469.91 

もっと美しき小さな雑草の花図鑑 大作 晃一／写真 山と溪谷社 470.3 

私たちが食べる動物の命と心 バーバラ・J.キング／著 緑書房 480.4/ｷ 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

海底の支配者底生生物 世界は「巣穴」で満ちている  

清家 弘治／著 中央公論新社 481.7 

サンゴの白化 失われるサンゴ礁の海とそのメカニズム  

中村 崇／共編著 成山堂書店 483.3 

美の進化 性選択は人間と動物をどう変えたか  

リチャード・O.プラム／著 白揚社 488.1 

死ねない時代の哲学 村上 陽一郎／著 文藝春秋 490.1 

エンド・オブ・ライフ 佐々 涼子／著 集英社インターナショナル 490.14 

姿勢と運動の力学がやさしくわかる本 イラストで学ぶバイオメカニクスの基本 

勝平 純司／著 ナツメ社 491.36 

カラー図解分子レベルで見た薬の働き なぜ効くのか？どのように病気を治すのか？ 

平山 令明／著 講談社 491.5 

親子で考える「がん」予習ノート 一石 英一郎／著 KADOKAWA 491.65 

こむら返りを自力で予防・撃退する よく足がつる人は要注意！糖尿病やヘルニ

アなどの可能性も… 出沢 明／監修 扶桑社 493.6 

脳と心の考古学 統合失調症とは何だろうか  

糸川 昌成／著 日本評論社 493.7 

もの忘れ外来 認知症専門医が教える予防と対策のコツ  

眞鍋 雄太／著 同文書院 493.75 

奥平式うつよけ簡単レシピ 「栄養型うつ」は食事で防ぐ！  

奥平 智之／著 宝島社 493.76 

ビジュアルパンデミック・マップ 伝染病の起源・拡大・根絶の歴史 

 サンドラ・ヘンペル／著 日経ナショナルジオグラフィック社 493.8 

子どもの発達障害誤診の危機 榊原 洋一／著 ポプラ社 493.93 

がんを疑われたら最初に読む本 プライマリ・ケア医の立場から 

 高橋 基文／著 クロスメディア・パブリッシング 494.5 

名医が教える妊活と不妊治療のすべて 藤原 敏博／著 あさ出版 495.48 

出生前診断の現場から 専門医が考える「命の選択」  

室月 淳／著 集英社 495.6 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

子どもが帰りたがらない歯科クリニックの院長が教える 

歯医者を好きになる方法 田北 行宏／著 白夜書房 497 

疲れないカラダをつくる栄養学 森 由香子／監修 宝島社 498.55 

“空腹”が健康をつくる 1日 2食のプチ断食 三浦 直樹／著 ナツメ社 498.58 

ハンセン病療養所と自治の歴史 松岡 弘之／著 みすず書房 498.6 

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

「再エネ大国日本」への挑戦  

再生可能エネルギー+循環型社会が人口減少と温暖化の危機を救う！  

山口 豊／著 山と溪谷社 501.6 

土木遺産 ６ 世紀を越えて生きる叡智の結晶  

建設コンサルタンツ協会『Consultant』編集部／編 ダイヤモンド社 510.9 

SDGs時代の持続学のすすめ あてになる人間への挑戦  

行本 正雄／編著 コロナ社 519 

消えゆくアラル海 再生に向けて 石田 紀郎／著 藤原書店 519.22 

はじめて学ぶ生物文化多様性 敷田 麻実／編著 講談社 519.8 

藤森照信 建築が人にはたらきかけること 藤森 照信／著 平凡社 520.4/ﾌ 

東京「街角」地質学 西本 昌司／著 イースト・プレス 524.2 

飛行機のテクノロジー 人気の大型旅客機、戦闘機がぞくぞく登場！  

ニュートンプレス 538 

ふくしま原発作業員日誌 イチエフの真実、9年間の記録  

片山 夏子／著 朝日新聞出版 543.4 

これからの 5Gビジネス 石川 温／著 エムディエヌコーポレーション 547.5 

QR コードの奇跡 モノづくり集団の発想転換が革新を生んだ 

 小川 進／著 東洋経済新報社 548.1 

2030年の第 4次産業革命 デジタル化する社会とビジネスの未来予測  

尾木 蔵人／著 東洋経済新報社 548.3 
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◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 

量子コンピュータが本当にわかる！ 第一線開発者がやさしく明かすしくみと可能性 

武田 俊太郎／著 技術評論社 548.4 

マウス禁止！たった 1秒のパソコン仕事術 中山 真敬／著 宝島社 548.7 

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

地域活性マーケティング 岩永 洋平／著 筑摩書房 601.1 

ニッポンのサイズ図鑑 イラストでわかる 石川 英輔／原作 淡交社 609 

アメリカ農業と農村の苦悩 「トランプ劇場」に観たその実像と日本への警鐘  

薄井 寛／著 農山漁村文化協会 611.1 

米の日本史 稲作伝来、軍事物資から和食文化まで  

佐藤 洋一郎／著 中央公論新社 616.2 

探偵の現場 岡田 真弓／著 KADOKAWA 673.9 

首都圏鉄道事情大研究 観光篇 川島 令三／著 草思社 686.21 

木造駅舎紀行 200選 一度は降りてみたい 杉崎 行恭／著 天夢人 686.5 

羽田増便・都心低空飛行が危険なこれだけの理由 パイロットは知っている 

杉江 弘／著 合同出版 687.1 

あなたのスマホがとにかく危ない  

元捜査一課が教える SNS、デジタル犯罪から身を守る方法 佐々木 成三／著 祥伝社 694 

日本懐かし特撮ヒーロー大全 王道系から個性派まで昭和の変身キャラ満載！！ 

堤 哲哉／著 辰巳出版 699.9 

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

アーティストの手紙  

ダ・ヴィンチ、ゴヤ、モネ、ロダン、ウォーホル…100人の気がかり  

マイケル・バード／著 マール社 702.8 

13歳からのアート思考 「自分だけの答え」が見つかる  

末永 幸歩／著 ダイヤモンド社 704/ｽ/ 

東京ミュージアムガイド 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 706.9 
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

裸の天才画家 田中一村 大野 芳／著 平凡社 721.9/ﾀ 

カラヴァッジョ《聖マタイの召命》 一枚の絵で学ぶ美術史  

宮下 規久朗／著 筑摩書房 723.8/ｶ 

基礎から学ぶ鉛筆デッサン  

石川 聡／共著 エムディエヌコーポレーション 725.5 

ミドルアース トールキンとジョン・ハウのファンタジー・イメージ画集  

ジョン・ハウ／著 原書房 726.5 

日本のロゴ・マーク 50 年 日本タイポグラフィ年鑑 40 冊よりベスト作品 1000 点

のアーカイブ 日本タイポグラフィ協会／編 パイインターナショナル 727 

読売報道写真集 2020 読売新聞東京本社 747 

モーツァルトは「アマデウス」ではない 石井 宏／著 集英社 762.8/ﾓ 

オーケストラ 知りたかったことのすべて  

クリスチャン・メルラン／著 みすず書房 764.3 

昭和の作曲家 20人 100曲 歌謡曲が輝いていた時  

塩澤 実信／著 論創社 767.8 

中国人の僕は日本のアニメに救われた！ 孫 向文／著 ワック 778.7 

浪曲師玉川太福読本 シーディージャーナル 779.1 

なるほど最新スポーツ科学入門 伊東 浩司／編 化学同人 780.1 

五輪スタジアム 「祭りの後」に何が残るのか 岡田 功／著 集英社 780.6 

10万人が注目！科学的に正しい人生を変える筋トレ  

谷口 智一／著 SBクリエイティブ 780.7 

クレイジーフットボーラーズ ピーター・クラウチが明かすプロサッカーの裏話  

ピーター・クラウチ／著 イカロス出版 783.4 

生き残る技術 野村 克也／著 竹書房 783.7 

夢をかなえる力 私がスケートから学んだこと 浅田 真央／著 新書館 784.6 

野食読本 DELUXE 人間本来の仕事「食糧採集」を学ぶ 笠倉出版社 786 

これで身につく山歩き誰でもわかる地図の読み方 2020  

千秋社／編 JTBパブリッシング 786.1 
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

忍者学講義 山田 雄司／編 中央公論新社 789.8 

茶の仕覆と袋もの 基本とアレンジ 大澤 実千世／著 淡交社 791.5 

悔しがる力 弟子・藤井聡太の思考法 杉本 昌隆／著 PHP研究所 796 

 

８００ 語学                                                        

アメリカ大使館 神といわれた同時通訳者 英日・日英通訳の 

カミワザ 松本 道弘／著 さくら舎 801.7 

わたしの外国語漂流記 未知なる言葉と格闘した 25人の物語 

 河出書房新社／編 河出書房新社 807 

日本語の個性 外山 滋比古／著 中央公論新社 810.4/ﾄ 

漢語の謎 日本語と中国語のあいだ 荒川 清秀／著 筑摩書房 814 

リアルな英語の 9割はアカデミー賞映画で学べる！  

あの名セリフ、名場面の英語解説 南谷 三世／著 池田書店 837.8 

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

SFが読みたい！ 2020年版 SFマガジン編集部／編 早川書房 901.3 

残夢童女 石牟礼道子追悼文集 石牟礼道子資料保存会／編 平凡社 910.2/ｲ 

綴る女 評伝・宮尾登美子 林 真理子／著 中央公論新社 910.2/ﾐ 

今昔物語集 震旦篇 全現代語訳 国東 文麿／訳 講談社 913.3 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

花嫁は三度ベルを鳴らす ユーモアサスペンス  

赤川 次郎／著 実業之日本社 913.6/ｱｶｶ 

空洞電車 朝倉 宏景／著 双葉社 913.6/ｱｻｸ 

海の十字架 安部 龍太郎／著 文藝春秋 913.6/ｱﾍ 

金子と裕而 歌に生き愛に生き 五十嵐 佳子／著 朝日新聞出版 913.6/ｲｶﾗ 

親方と神様 伊集院 静／著 あすなろ書房 913.6/ｲｼﾕ 

茶聖 Sen no Rikyu 伊東 潤／著 幻冬舎 913.6/ｲﾄｳ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

ねなしぐさ 平賀源内の殺人 乾 緑郎／著 宝島社 913.6/ｲﾇｲ 

楡の墓 浮穴 みみ／著 双葉社 913.6/ｳｷｱ 

愛の色いろ 奥田 亜希子／著 中央公論新社 913.6/ｵｸﾀ 

踏み跡にたたずんで 小野 正嗣／著 毎日新聞出版 913.6/ｵﾉ 

ドミノ in上海 恩田 陸／著 KADOKAWA 913.6/ｵﾝﾀ 

うちの父が運転をやめません 垣谷 美雨／著 KADOKAWA 913.6/ｶｷﾔ 

小さき者たち 粕谷 知世／著 早川書房 913.6/ｶｽﾔ 

ホームドアから離れてください 北川 樹／著 幻冬舎 913.6/ｷﾀｶ 

暗黒残酷監獄 城戸 喜由／著 光文社 913.6/ｷﾄ 

まむし三代記 木下 昌輝／著 朝日新聞出版 913.6/ｷﾉｼ 

フラウの戦争論 霧島 兵庫／著 新潮社 913.6/ｷﾘｼ 

たおやかに輪をえがいて 窪 美澄／著 中央公論新社 913.6/ｸﾎ 

七度笑えば、恋の味 古矢永 塔子／著 小学館 913.6/ｺﾔﾅ 

わかれ縁 西條 奈加／著 文藝春秋 913.6/ｻｲｼ 

<銀の鰊亭>の御挨拶 小路 幸也／著 光文社 913.6/ｼﾖｳ 

犬のかたちをしているもの 高瀬 隼子／著 集英社 913.6/ﾀｶｾ 

神の名前 高橋 克典／著 未知谷 913.6/ﾀｶﾊ 

いいからしばらく黙ってろ！ 竹宮 ゆゆこ／著 KADOKAWA 913.6/ﾀｹﾐ 

帝都地下迷宮 中山 七里／著 PHP研究所 913.6/ﾅｶﾔ 

終の盟約 楡 周平／著 集英社 913.6/ﾆﾚ 

赤の王 廣嶋 玲子／著 東京創元社 913.6/ﾋﾛｼ 

愛するいのち、いらないいのち 冨士本 由紀／著 光文社 913.6/ﾌｼﾓ 

#柚莉愛とかくれんぼ 真下 みこと／著 講談社 913.6/ﾏｼﾀ 

坂下あたると、しじょうの宇宙 町屋 良平／著 集英社 913.6/ﾏﾁﾔ 

南総里見八犬伝 ３ 松尾 清貴／文 静山社 913.6/ﾏﾂｵ 

欺瞞の殺意 深木 章子／著 原書房 913.6/ﾐｷ 

宝の山 水生 大海／著 光文社 913.6/ﾐｽｷ 

あたしの拳が吼えるんだ 山本 幸久／著 中央公論新社 913.6/ﾔﾏﾓ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

死の陰謀 渡辺 裕之／著 中央公論新社 913.6/ﾜﾀﾅ 

GETUP！GETLIVE！ 渡 航／著 文藝春秋 913.6/ﾜﾀﾘ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

道子の草文 石牟礼 道子／著 平凡社 914.6/ｲｼﾑ 

草むらにハイヒール 内から外への欲求  

小倉 千加子／著 いそっぷ社 914.6/ｵｸﾗ 

50代、足していいもの、引いていいもの  

岸本 葉子／著 中央公論新社 914.6/ｷｼﾓ 

ロスねこ日記 北大路 公子／著 小学館 914.6/ｷﾀｵ 

悪漢(ワル)の流儀 許 永中／著 宝島社 914.6/ｷﾖ 

聡明な女は愉しく老いる 桐島 洋子／著 海竜社 914.6/ｷﾘｼ 

「好き」の因数分解 最果 タヒ／著 リトルモア 914.6/ｻｲﾊ 

ひとりメシ超入門 東海林 さだお／著 朝日新聞出版 914.6/ｼﾖｳ 

悔いなく生きよう 瀬戸内 寂聴／著 祥伝社 914.6/ｾﾄｳ 

病気も人生 不調なときのわたしの対処法 曽野 綾子／著 興陽館 914.6/ｿﾉ 

おかあさんライフ。 たかぎ なおこ／著 KADOKAWA 914.6/ﾀｶｷ 

悔いなく生きる男の流儀 高橋 三千綱／著 コスミック出版 914.6/ﾀｶﾊ 

タバコ天国 素晴らしき不健康ライフ 矢崎 泰久／著 径書房 914.6/ﾔｻｷ 

日々を編んでいく 安田 成美／著 宝島社 914.6/ﾔｽﾀ 

4 Unique Girls 特別なあなたへの招待状 山田 詠美／著 幻冬舎 914.6/ﾔﾏﾀ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

誰にでも親切な教会のお兄さんカン・ミノ イ ギホ／著 亜紀書房 929.1 

フライデー・ブラック  

ナナ・クワメ・アジェイ＝ブレニヤー／著 駒草出版 933/ｱ 

第１０客室の女 上・下 ルース・ウェア／作 アカデミー出版 933/ｳ 

ポリー氏の人生 H.G.ウェルズ／著 白水社 933/ｳ 
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◆◆◆９２０～９９９ 外国の文学（つづき）◆◆◆ 

チェリー ニコ・ウォーカー／著 文藝春秋 933/ｳ 

夕陽の道を北へゆけ ジャニーン・カミンズ／著 早川書房 933/ｶ 

モリー、100匹の猫を見つけた保護犬  

コリン・ブッチャー／著 東京創元社 934/ﾌ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

伴走者 浅生 鴨／著 講談社 BN/ｱｿ 

消えた警官 安東 能明／著 新潮社 BN/ｱﾝ 

足軽仁義 三河雑兵心得 井原 忠政／著 双葉社 BN/ｲﾊ 

花唄の頃へ くらまし屋稼業 6 今村 翔吾／著 角川春樹事務所 BN/ｲﾏ 

勘定侍柳生真剣勝負 １ 上田 秀人／著 小学館 BN/ｳｴ 

小川洋子と読む内田百間アンソロジー 内田 百間／著 筑摩書房 BN/ｳﾁ 

夜明けまで眠らない 大沢 在昌／著 双葉社 BN/ｵｵ 

博物戦艦アンヴェイル 小川 一水／著 角川春樹事務所 BN/ｵｶ 

ぷかぷか天国 小川 糸／著 幻冬舎 BN/ｵｶ 

おれは百歳、あたしも百歳 沖田 正午／著 実業之日本社 BN/ｵｷ 

病院でちゃんとやってよ 小原 周子／著 双葉社 BN/ｵﾊ 

水に眠る 北村 薫／著 文藝春秋 BN/ｷﾀ 

スーパーマーケットでは人生を考えさせられる 銀色 夏生／著 幻冬舎 BN/ｷﾝ 

天狗の鼻を討て 見参、諸国廻り 倉阪 鬼一郎／著 徳間書店 BN/ｸﾗ 

鴻上尚史のごあいさつ 1981-2019 鴻上 尚史／著 筑摩書房 BN/ｺｳ 

雪ひとひら 江戸菓子舗照月堂 7 篠 綾子／著 角川春樹事務所 BN/ｼﾉ 

余話として 司馬 遼太郎／著 文藝春秋 BN/ｼﾊ 

迷い熊匿す 長屋道場騒動記 6 芝村 凉也／著 双葉社 BN/ｼﾊ 

ファーストラヴ 島本 理生／著 文藝春秋 BN/ｼﾏ 

庭の山の木 庄野 潤三／著 講談社 BN/ｼﾖ 

シトロン坂を登ったら 白鷺 あおい／著 東京創元社 BN/ｼﾗ 

逃げる 永井 するみ／著 光文社 BN/ﾅｶ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

ネメシスの使者 中山 七里／著 文藝春秋 BN/ﾅｶ 

広島電鉄殺人事件 西村 京太郎／著 新潮社 BN/ﾆｼ 

ドールハウスの人々 二宮 敦人／著 TOブックス BN/ﾆﾉ 

院内刑事(デカ)フェイク・レセプト 濱 嘉之／著 講談社 BN/ﾊﾏ 

犯人のいない殺人の夜 東野圭吾短編集 東野 圭吾／著 光文社 BN/ﾋｶ 

平林初之輔 佐左木俊郎 平林 初之輔／著 光文社 BN/ﾋﾗ 

ワン・モア・ヌーク 藤井 太洋／著 新潮社 BN/ﾌｼ 

クリーピー ラバーズ 前川 裕／著 光文社 BN/ﾏｴ 

霧の会議 上 松本 清張／著 光文社 BN/ﾏﾂ 

送り舟 柳橋ものがたり 4 森 真沙子／著 二見書房 BN/ﾓﾘ 

紅(あか)の掟 矢月 秀作／著 徳間書店 BN/ﾔｽ 

うちのカレー 山口 恵以子／著 角川春樹事務所 BN/ﾔﾏ 

かわいい夫 山崎 ナオコーラ／著 河出書房新社 BN/ﾔﾏ 

雨あがる 映画化作品集 山本 周五郎／著 講談社 BN/ﾔﾏ 

騙し花 草同心江戸鏡 吉田 雄亮／著 実業之日本社 BN/ﾖｼ 

トリカブトの花言葉を教えて 吉野 万理子／著 新潮社 BN/ﾖｼ 

昼行燈 阿蘭陀女 和久田 正明／著 角川春樹事務所 BN/ﾜｸ 

絆を紡ぐ 池波 正太郎／著 新潮社 BN 

不屈 山岳小説傑作選 北上 次郎／編 山と溪谷社 BN 

ファインダーズ・キーパーズ 上・下 スティーヴン・キング／著 文藝春秋 B/ｷﾝ 

レイトショー 上・下 マイクル・コナリー／著 講談社 B/ｺﾅ 

白い悪魔 ドメニック・スタンズベリー／著 早川書房 B/ｽﾀ 

カタリーナ・コード 警部ヴィスティング  

ヨルン・リーエル・ホルスト／著 小学館 B/ﾎﾙ 

鉄の門 マーガレット・ミラー／著 東京創元社 B/ﾐﾗ 

愛の深層で抱きしめて 上・下 ノーラ・ロバーツ／著 扶桑社 B/ﾛﾊ 

猫の扉 猫ショートショート傑作選 江坂 遊／選 扶桑社 B 
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Ｔ 暮らし                                                

着るもののきほん 100 松浦 弥太郎／著 小学館 T0 

四角い布からつくる服 石川 ゆみ／著 扶桑社 T11 

きちんと身につく着かたの教科書 3日で着られる、前で結ぶ 

 木下着物研究所／著 日本文芸社 T12 

糸を切らずに編める連続モチーフの本 オリジナルパターン 66 点とショール、

バッグ、ウエアなど作品 6点 日本ヴォーグ社 T13 

森と動物の物語刺繡 ささき みえこ／著 文化学園文化出版局 T15 

キャシーマムのキルトで楽しいハワイアンスタイル  

キャシー中島／著 日東書院本社 T18 

がま口がいっぱい いろんな形&サイズが作れる 日本ヴォーグ社 T19 

今泉先生教えて！一度は猫に聞いてみたい 100のこと  

誰もが知りたかった猫の行動図鑑 今泉 忠明／著 宝島社 T3 

たまごかけご飯だって、立派な自炊です。  

たまごで養う自炊力 白央 篤司／著 家の光協会 T41 

朝８分ほったらかし弁当 フライパンで 3品同時に作れる魔法のレシピ！  

川崎 利栄／著 世界文化社 T42 

とっておき手づくりジャム 池宮 理久／著 創森社 T43 

アウトドアでホットサンド バウルー公認！ 蓮池 陽子／著 山と溪谷社 T45 

魔法のてぬきおやつ 材料 2つから作れる！  

てぬキッチン／著 ワニブックス T46 

ムズかしい“技術”をはぶいた包丁研ぎのススメ 切れればイイのだ！  

豊住 久／著 CCCメディアハウス T48 

疲れないからだになる鉄分ごはん ワタナベ マキ／著 家の光協会 T49 

みんなの園芸店 春夏秋冬を楽しむ庭づくり 大野 八生／著 福音館書店 T6 

わらべうたベビーマッサージ 奥田 朱美／著 合同出版 T8 

食べない子が変わる魔法の言葉 小食・偏食の子のママの心がラクになる本  

山口 健太／著 辰巳出版 T9 
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Ｓ 日野市や地域・行政に関する資料                                                

地図と読む新撰組顚末記 永倉 新八／著 KADOKAWA SB5.6 

多摩の郵便の歴史 近辻喜一コレクション「多摩の郵便印」 

近辻 喜一／著 無料世界切手カタログ・スタンペディア SM9 

脱プラスチックへの挑戦 持続可能な地球と世界ビジネスの潮流 

 堅達 京子／著 山と溪谷社 SW5 

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

数字でみる日本の１００年 日本国勢図会長期統計版  

矢野恒太記念会／編集 矢野恒太記念会 R351 

伝統ゲーム大事典 子供から大人まであそべる世界の遊戯 

 高橋 浩徳／著 朝倉書店 R781.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        ★4 月から図書館おはなし会が変わります！★ 

---------------- 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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★小学生対象のおはなし会では、本の読み聞かせやストーリーテリング

（本を見ずにおはなしを語ること）だけでなく、おすすめ本や新しい本の  

紹介もおこないます。 

★日野図書館は時間帯が変更となり、15：30からになります。 

※内容は、3～未就学児向けですが、これまでどおり、どなたもお気軽にお越しください。  

★百草図書館は日程が変わり、第 3週水曜日になります。 

★高幡図書館は第１週水曜日（月 1回）になります。 

★高幡図書館の小学生おはなし会は 

※「たかはたブッククラブ」に変わります！ 

※「たかはたブッククラブ」とは・・・ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月のおはなし会 変更部分に★があります 
会 場 日 程 0～2歳児 3～未就学児 ★小学生以上 

中央図書館 
8日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

23日（木） 10：30～ ― ― 

★高幡図書館 ★1日（水） 15：00～ 15：30～ 
（★5 月～）たかは

たブッククラブ 

★日野図書館 15日（水） ― ★15：30～ ― 

多摩平図書館 
9日（木） 10：30～ ― ― 

22日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

平山図書館 16日（木） 10：30～ ― ― 

★百草図書館 ★15日（水） 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 16日（木）10時～12時。多摩平図書館は火曜日～金曜日 10時～12時。 

図書館おはなし会が変わります！ 

各月のテーマに沿った本を職員が紹介。その他にも工作や図書館ツアー 

実験など楽しい企画を用意しています。初回 5月のテーマは「ともだち」。

詳細は高幡図書館に問い合わせ、または図書館ホームページをご覧ください。 

対象 小学生  申込 不要 時間 16：00～16：30 

日程 5/13（水）、6/3（水）、7/1（水）、9/2（水）、10/7（水） 

11/4（水）、1/6（水）、2/3（水）、3/3（水） 
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曜日 時間 駐車場 住所 4 月 5 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 

2 日 

 

16 日  

7 日 

 

21 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 

3 日 

 

17 日  

1 日 

 

15 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 

13 日 

27 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

9 日   

 

23 日 

14 日   

 

28 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 

8 日 

 

22 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 4月・5月巡回日程 


