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  図書館は、５月３１日（日）まで臨時休館です 

    この間の対応は状況によって変更となる場合があります。 

図書館ホームページやお電話（中央図書館 042-586-0584）でご確認お願いします。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

２０２０年 ５月 №249 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

今月のひろば 

 

P.2 各館でいつもは
、、、、

毎月展示を行っています。 

P.4 図書館長の本箱『移動図書館ひまわり号』 

P.6 実習生の本箱/図書館員の本箱 

P.7 図書館に入った新しい本  

P.24 移動図書館ひまわり号巡回日程 

 
 

【中止】5 月のおはなし会、たかはたブッククラブ（5/13 の回） 

【実施予定】中央図書館・高幡図書館・百草図書館集会室の抽選会

は 6 月 22 日（月）に実施予定です。利用希望の図書館へ、電話等

でお申し込みください。受付期間は 5/12（火）～6/18（木）です。 

 ※状況によって抽選会は延期となる場合があります。 

お知らせ 
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各館でいつもは
、、、、

毎月展示を行っています。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月９日より臨時休館となり、皆様に手に取っていただく機会がなくなってし

まいました。そこで４月の展示担当者おすすめの１冊をひろばでご紹介します。  

※展示していた本のリストは図書館のホームページに掲載しています。 

   *市政図書室では毎月のテーマ展示は行っておりません 

テーマ「交通安全」中央図書館 

 4 月は学校・仕事などで環境が変わる方が多い時期です。交通安全について考え

てみませんか。 

『自転車のルールとマナー』 

谷田貝 一男／監修 教育画劇 2012年 685 ※小学生向き 
前半で自転車のしくみや点検の仕方、後半で自転車に乗る時のルールを Q＆A

形式やイラストを用いて解説しています。自分の運転パターンがわかる性格診断

ゲームもついています。 

 

小さいけれど広い。そんな世界を覗いてみませんか。 

『美しいプランクトンの世界』 

クリスティアン・サルデ/著 かもがわ出版 2014年 468.6 
黒を背景に浮かび上がる美しくも不思議な姿。この本では、分類ごとにまとめら

れ、特徴などが丁寧に解説されています。普段見ることのない小さな住人をその姿

とともに知ることができる 1冊です。 

テーマ「小さな世界を覗く」高幡図書館 

２階に配架しているため目にとまりにくい「外国文学」。 

それらも手に取っていただきたくて集めました。 

『ブックショップ』   

ペネロピ・フィッツジェラルド／著 ハーパーコリンズジャパン 

2019年 933/ﾌ 
1950年代のイギリス。女性が何かを始めることに風当たりが強い時代でした。 

そんな中、書店を開くため奮闘したフローレンス。 

必要とする人に本を届けたい気持ち、書店も図書館も一緒です。 

テーマ「2019 年外国文学」日野図書館 
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感染症対策の本を集めました。 

『マスクと日本人』    

堀井光俊／著 秀明出版会 2012年 498 
 マスクにまつわるニュースが絶えませんね。日本のマスクの歴史は、江戸時代に

鉱山で防塵用として使用されたのが始まりだったそうです。マスク着用の変遷か

ら社会史まで詳しくまとめられている一冊です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ「団地を楽しむ～暮らしの中の団地～」 多摩平図書館 

多摩平地域の特色といえば、やはり団地のある風景ではないでしょうか。今回は団

地が出てくる小説や団地の写真集など団地にかかわる本、また、多摩平近辺が登場

する小説などを集めてみました。 

『世界一美しい団地図鑑』  

志岐 祐一／編・著・写真 エクスナレッジ 2012年 527.8/SW3 
『世界一美しい団地』の中に日野市の多摩平団地と百草団地が紹介されて 

います！！ ひと昔前の多摩平団地の貴重な資料や写真もぜひご覧ください！ 

テーマ「感染対策」 平山図書館 

 

春です。生命力と花の美しさを感じる季節です。そんな植物にまつわる本を読んで

みませんか。今日はチューリップを買って帰ろうかな。 

『川瀬敏郎一日一花』   

川瀬 敏郎／著  新潮社 2012年 793  
 東日本大震災後、花による曼荼羅を思い描き「一日一花」を著者が活けたもの。

同じように人々の心が揺れている昨今、美しい花と器を見て心を癒しませんか。自

分や大切な人の誕生日はどんな花なのか見てみるのも楽しい、素敵な本です。 

テーマ「春爛漫～植物にまつわる本」 百草図書館 
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『移動図書館ひまわり号』 前川恒雄／著 夏葉社 2016.7  
（筑摩書房 1988.4 を底本に復刊） 

 

日野市立図書館は、1965 年 9 月 21 日、１台の移動図書館の巡回から図書館サー

ビスを始めました。巡回先では、「簡単な手続きで、その場で本が借りられます。利

用はすべて無料です」と懸命に呼びかけていました。その頃の日本の図書館は、だれ

でも気軽に本を借りることができるものではなかったからです。図書館とは受験生

に席貸しをするための建物であり、本はとても少なく、新しい本はあまりなく、市民

に「良い本」を読ませるよう指導することが役割だと思われていたようです 

 初代館長の前川は、１台の移動図書館車にすべてを賭け、図書館の本来の役割をは

っきりと見せることにしました。図書館とは、建物のことではなく、市民一人ひとり

が求める資料を提供するシステムそのものである－市民への本の貸出し、そこにな

い本でもリクエストを受け付け、蔵書になければ購入し、購入できなければ他の図書

館から借用して貸出すことに徹しました。このようなリクエストサービスは日野が

初めて行ったものです。 

「毎日、日野を回るから」ひまわり号と名付けられた移動図書館は、子どもたちを

はじめ日野の市民によく利用され、くらしの中に欠かせない存在となっていきまし

た。その利用に応えるために本の購入費を増額し、職員は使命感を持って日々働きま

した。この日々の実践は、日本の図書館を変えていくモデルとなりました。やがて市

民に「動かない図書館」がほしいと求められるようになり、身近な地域の分館設置を

始めました。1973 年４月には、移動図書館や分館をバックアップするための中央図

書館を開館します。図書館のサービスを形で表し、歳月を経るほど美しくなる建物

を、との前川の注文に、建築家・鬼頭梓が応えた建物です。 

『移動図書館ひまわり号』は、初代館長による日野市立図書館の開設から中央図書

館開館までの記録であり、それまで日本になかった「市民の図書館」を目指して、困

難な状況の中で全力をふりしぼって跳んだ図書館員と市民の物語です。読み返すた

びに胸があつくなり、背筋が伸びる思いです。 

 

図書館長の本箱 
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2020 年４月 10 日、初代館長・前川恒雄は肺がんにより他界いたしました。享年

89 歳。日野市立図書館長、日野市助役を務めたのち、1980 年に滋賀県立図書館長と

なり、1990～1998 年には甲南大学文学部教授を務めました。前川の目指した、資料

の提供によって市民の自由な思考を支える図書館とは、今も私どもが不断の努力に

よって目指し続ける「市民の図書館」の姿です。時が落ち着きましたら、ともに跳ん
、、

だ
、
市民の皆様とともに、その足跡を偲ぶ機会を設けたいと考えております。 
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実習生の本箱  ～図書館実習の大学生による本の紹介です～ 

  

『春、戻る』 瀬尾まいこ／著 集英社 2014年 
 ３６歳、結婚をひかえた主人公さくらの元に、兄だと名乗る見知らぬ年下の男の

子が現れる。何故かさくらのことをよく知る自称兄は、結婚相手を見極める、と言い

出し、さくらはそんな困った自称兄に振り回されながらも、その正体に迫っていく。

そしてその過程で自分を見つめ直していく。兄と名乗る男の子は誰なのか。さくらの

忘れている過去とは。 

ミステリーのような、ファンタジーのような始まりですが、丁寧に描かれる人間関

係や会話で進んでいくとても温かい気持ちになれるお話です。自称兄に振り回され

る真面目なさくらのやり取りは軽快でクスッとしてしまうシーンがたくさんありま

す。瀬尾まいこさんの描く様々な家族の形に触れることができる１冊です。（N） 
 

 

 

図書館員の本箱 

『「走る図書館」が生まれた日 

－ミス・ティットコムとアメリカで最初の移動図書館車－』  

    シャーリー・グレン／作 渋谷弘子／訳 評論社 2019年  

 

１台の移動図書館で日野市内全域への貸出しを始めてからすでに半世紀が経ちま

したが、それより半世紀も前に米国で初めて移動図書館を走らせたひとりの女性が

いました。女性の職業といえば教師や看護師以外にそう多くない時代でした。 

あるとき教会の会報で司書という新しい職業ができたことを知った彼女は、努力

を積み重ねついに司書となります。ところがここからが彼女の真骨頂。文化の進んだ

バーモント州で得た安定した地位を捨て、片田舎のメリーランド州へと旅立ちます。

そして彼女はワシントン郡の住民すべてが無料で利用できる図書館の実現に向けて

挑みます。広大な土地で彼女がとった方法は、2 頭の馬にひかれた「本の荷車｣ブッ

クワゴンを走らせることでした。批判や偏見に打ち勝ち、やがて多くの人々の支持を

得ます。そして彼女の精神は州内にとどまらず米国全土に広まっていったのです。国

は異なっても、本のもつ力を心から信じ、すべての人に本を提供し続けたいという彼

女の精神は、今を生きる私たち図書館員にとっても常に問われ続ける命題です。（I） 
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  図書館に入った 新 し い 本 
2月 28日から 3月 25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                                       

新編図書館員への招待 塩見 昇／編著 教育史料出版会 013.1 

全国大人になっても行きたいわたしの絵本めぐり G.B. 019.5 

著作権とは何か 文化と創造のゆくえ 福井 健策／著 集英社 021.2 

ニューヨーク・タイムズを守った男  

デヴィッド・E.マクロー／著 毎日新聞出版 070.1 

記者失格 柳澤 秀夫／著 朝日新聞出版 070.4/ﾔ 

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

世界哲学史 ３ 伊藤 邦武／責任編集 筑摩書房 102 

図解使える心理学大全 植木 理恵／著 KADOKAWA 140 

性格の法則 あのひとの心に隠された秘密  

アルフレッド・アドラー／著 興陽館 141.9 

日本のオカルト 150年史 日本人はどんな超常世界を目撃してきたか  

秋山 眞人／著 河出書房新社 147 

皇国日本とアメリカ大権 日本人の精神を何が縛っているのか？ 

 橋爪 大三郎／著 筑摩書房 155 

アドラーに学ぶ 70歳からの人生の流儀 岩井 俊憲／著 毎日新聞出版 159 

すぐやる人の「やらないこと」リスト 塚本 亮／著 河出書房新社 159 

最後の講義完全版 女の子の人生で覚えていてほしいこと  

西原 理恵子／著 主婦の友社 159.6 

世界の神様解剖図鑑 神話の世界がマルわかり  

平藤 喜久子／著 エクスナレッジ 162 

幸福の科学との訣別 私の父は大川隆法だった 宏洋／著 文藝春秋 169.1 

神道の中世 伊勢神宮・吉田神道・中世日本紀  

伊藤 聡／著 中央公論新社 170.2 
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◆◆◆１００ 哲学・心理学・宗教（つづき）◆◆◆ 

仕事の神様大事典 儲かっている社長はなぜ神社に行くのか？ 

 瀧音 能之／監修 宝島社 172 

はじめての神社仏閣 和文・英文でわかる仏寺と神社の基本 自由国民社 175 

詳説日本仏教 13宗派がわかる本 正木 晃／著 講談社 188 

もっと知りたい薬師寺の歴史 薬師寺／監修 東京美術 188.2 

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

知識ゼロからの戦争史入門 祝田 秀全／著 幻冬舎 209 

子どもたちに語る日中二千年史 小島 毅／著 筑摩書房 210 

日本史を学ぶための図書館活用術 辞典・史料・データベース 

 浜田 久美子／著 吉川弘文館 210.7 

東大教授がおしえる日本史をつかむ図鑑 山本 博文／監修 二見書房 211 

面白くて眠れなくなる『古事記』 島崎 晋／著 PHPエディターズ・グループ 213 

椿井文書 日本最大級の偽文書 馬部 隆弘／著 中央公論新社 214 

東アジアの論理 日中韓の歴史から読み解く  

岡本 隆司／著 中央公論新社 220 

文明史から見たトルコ革命 アタテュルクの知的形成  

M.シュクリュ・ハーニオール／著 みすず書房 226.6 

ヘンリー王子とメーガン妃 英国王室家族の真実 亀甲 博行／著 文藝春秋 233 

百年戦争 中世ヨーロッパ最後の戦い 佐藤 猛／著 中央公論新社 235 

スゴ母列伝 いい母は天国に行ける ワルい母はどこへでも行ける  

堀越 英美／著 大和書房 280.4/ﾎ 

戦国武将 100列伝 新田 純／著 展望社 281 

明智光秀と細川ガラシャ 戦国を生きた父娘の虚像と実像  

井上 章一／著 筑摩書房 281/ｱ 

日本の国旗、知らない話 知っているようで知らない日の丸のいろいろ  

吹浦 忠正／著 主婦の友社 288.9 

「自由」を求めた儒者 中村正直の理想と現実  

李 セボン／著 中央公論新社 289.8/ﾅ 

基本地図帳 2020-2021 二宮書店編集部／著 二宮書店 290.3 
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

12万円で世界を歩くリターンズ  タイ・北極圏・長江・サハリン編 

 下川 裕治／著 朝日新聞出版 290.9 

旅に出たくなる地図 日本 帝国書院／著 帝国書院 291 

東京旧庭 櫛引 典久／写真 玄光社 291.36 

東京「多叉路」散歩 交差点に古道の名残をさぐる  

荻窪 圭／著 淡交社 291.36 

くらべる京都 岡部 敬史／文 東京書籍 291.62 

週末フィンランド ちょっと疲れたら一番近いヨーロッパへ  

岩田 リョウコ／著 大和書房 291.86 

k.m.p.の、香港・マカオぐるぐる。 k.m.p.／著ブックデザイン 東京書籍 292.23 

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

韓国現地からの報告 セウォル号事件から文在寅政権まで 

 伊東 順子／著 筑摩書房 302.21 

ルポデジタルチャイナ体験記 西谷 格／著 PHP研究所 302.22 
地図で見る中東ハンドブック ピエール・ブラン／著 原書房 302.26 

日本人のためのイスラエル入門 大隅 洋／著 筑摩書房 302.28 

わたしは分断を許さない 香港、朝鮮半島、シリア、パレスチナ、福島、沖縄。 

「ファクトなき固定観念」は何を奪うのか？ 堀 潤／著 実業之日本社 304/ﾎ 

アガンベン《ホモ・サケル》の思想 上村 忠男／著 講談社 311.1 

デジタル・デモクラシーがやってくる！ AIが私たちの社会を変えるんだったら、政

治もそのままってわけにはいかないんじゃない？  

谷口 将紀／著 中央公論新社 311.1 

良き統治 大統領制化する民主主義  

ピエール・ロザンヴァロン／著 みすず書房 311.7 

<噓>の政治史 生真面目な社会の不真面目な政治  

五百旗頭 薫／著 中央公論新社 312.1 

文在寅の謀略 すべて見抜いた！ 武藤 正敏／著 悟空出版 312.21 

天皇退位何が論じられたのか おことばから大嘗祭まで  

御厨 貴／編著 中央公論新社 313.6 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

東京都知事列伝 巨大自治体のトップは、何を創り、壊してきたのか  

青山 佾／著 時事通信出版局 318.23 

SDGs×自治体実践ガイドブック 現場で活かせる知識と手法 

 高木 超／著 学芸出版社 318.6 

憲法講話 24の入門講義 長谷部 恭男／著 有斐閣 323.1 

離婚後の子どもをどう守るか 「子どもの利益」と「親の利益」 

 梶村 太市／編著 日本評論社 324.6 

事例でわかる絶対もめない相続対策入門  

チェスター／監修 あさ出版 324.7 

図解いちばんやさしく丁寧に書いた合同会社設立・運営の本 

 中島 吉央／著 成美堂出版 325.2 

裁判長の沁みる説諭 刑事法廷は涙でかすんだ…  

長嶺 超輝／著 河出書房新社 327.6 

経済学という人類を不幸にした学問 Economics is Hoax  

副島 隆彦／著 日本文芸社 331 

なぜ貧しい国はなくならないのか 正しい開発戦略を考える  

大塚 啓二郎／著 日本経済新聞出版社 333.8 

全予測 2020年代の日本 図解・未来の年表 河合 雅司／著 講談社 334.31 

無敵の定年後 65歳から起業して「生涯青春」で生きる法  

陵水 研人／著 PHP研究所 335 

世界観をつくる 「感性×知性」の仕事術 水野 学／著 朝日新聞出版 336.1 

キャッシュレス決済がこれ 1冊でしっかりわかる教科書  

キャッシュレス決済研究会／著 技術評論社 338 

暴落 上・下 金融危機は世界をどう変えたのか  

アダム・トゥーズ／著 みすず書房 338.9 

日本・破綻寸前 自分のお金はこうして守れ！ 藤巻 健史／著 幻冬舎 342.1 

天皇と右翼・左翼 日本近現代史の隠された対立構造  

駄場 裕司／著 筑摩書房 361.4 

プロパガンダの見破り方 日本の「本当の強さ」を取り戻すインテリジェンス戦略  

ケント・ギルバート／著 清談社 Publico 361.5 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

35歳から創る自分の年金 是枝 俊悟／著 日本経済新聞出版社 364.6 

なぜ僕らは働くのか 君が幸せになるために考えてほしい大切なこと  

池上 彰／監修 学研プラス 366 

10年後に食える仕事食えない仕事 AI、ロボット化で変わる職のカタチ  

渡邉 正裕／著 東洋経済新報社 366.2 

ストライキ 2.0 ブラック企業と闘う武器 今野 晴貴／著 集英社 366.6 

自分らしく働く LGBTの就活・転職の不安が解消する本  

星 賢人／著 翔泳社 367.6 

現役介護施設長に聞く身近な人に寄り添う介護  

読むと心が軽くなる 宮崎 千恵／著 日東書院本社 367.9 

ケアマネ・福祉職のためのモチベーションマネジメント  

折れない心を育てる 21の技法 高室 成幸／著 中央法規出版 369 

かくされてきた戦争孤児 金田 茉莉／著 講談社 369.3 

地域で支える子どもの貧困 これからの地域連携の課題と実践 

 南野 奈津子／編集代表 ぎょうせい 369.4 

夜を彷徨(さまよ)う 貧困と暴力 沖縄の少年・少女たちのいま 

 琉球新報取材班／著 朝日新聞出版 371.4 

植民地教育とはなにか 現代日本を問う 佐野 通夫／著 三一書房 371.5 

教師の仕事ここまで！ 楠木 宏／著 東洋館出版社 374.3 

マンガでわかる！中学生からの最強の勉強法 坂本 七郎／著 ナツメ社 375 

絵づくりしよう壁面おりがみ 12か月 お年寄りにもとってもかんたん！  

朝日 勇／監修 つちや書店 376.1 

非進学校出身東大生が高校時代にしてたこと 太田 あや／著 小学館 376.8 

地域と繫がる大学 震災から何を学んだか  

神戸学院大学／著 中央公論新社 377.21 

上課記 中国離島大学の人生講義 王 小【ジ】／著 白水社 377.22 

愛すべき音大生の生態 辛酸 なめ子／著 PHPエディターズ・グループ 377.9 

もしかして発達障害？子どものサインに気づく本  

自閉スペクトラム症、ADHD、SLD… 塩川 宏郷／監修 主婦の友社 378 

ひと目でわかる実用手話辞典 手話技能検定協会／監修 新星出版社 378.2 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

おうち性教育はじめます 一番やさしい！防犯・SEX・命の伝え方 

 フクチ マミ／著 KADOKAWA 379.8 

映し出されたアイヌ文化 英国人医師マンローの伝えた映像 

 国立歴史民俗博物館／監修 吉川弘文館 382.11 

社寺を参拝して、絵馬コレクション 続 東 禹彦／著 東京図書出版 387 

ヴァンパイアの教科書 神話と伝説と物語  

オーブリー・シャーマン／著 原書房 388 

アイヌと神々の物語 炉端で聞いたウウェペケレ  

萱野 茂／著 山と溪谷社 388.11 

自衛隊最強の部隊へ 戦法開発・模擬戦闘編  

二見 龍／著 誠文堂新光社 396.21 

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

天才科学者はこう考える 読むだけで頭がよくなる 151の視点 

 ジョン・ブロックマン／編 ダイヤモンド社 404 

科学の最前線を切りひらく！ 川端 裕人／著 筑摩書房 404/ｶ 

声に出して読みたい理系用語 数学 物理 化学 生物 地学 医学 

 信定 邦洋／著 KADOKAWA 404/ﾉ 

学校では絶対に教えてもらえない超ディープな算数の教科書 

 難波 博之／著 SBクリエイティブ 410 

「ファインマン物理学」を読む 力学と熱力学を中心として  

竹内 薫／著 講談社 421 

音と音楽の科学 岩宮 眞一郎／著 技術評論社 424 

地球は特別な惑星か？ 地球外生命に迫る系外惑星の科学 

 成田 憲保／著 講談社 445 

月の科学と人間の歴史 ラスコー洞窟、知的生命体の発見騒動から火星行きの基

地化まで デイビッド・ホワイトハウス／著 築地書館 446 

地磁気逆転と「チバニアン」 地球の磁場は、なぜ逆転するのか 

 菅沼 悠介／著 講談社 450.1 

最後の講義完全版 どうして生命にそんなに価値があるのか 

 福岡 伸一／著 主婦の友社 460.4/ﾌ 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

体内時計のミステリー 最新科学が明かす睡眠・肥満・季節適応 

 ラッセル・G.フォスター／著 大修館書店 463.9 

えげつない！寄生生物 成田 聡子／著 新潮社 468.4 

花と昆虫のしたたかで素敵な関係 受粉にまつわる生態学  

石井 博／著 ベレ出版 468.4 

未来のルーシー 人間は動物にも植物にもなれる 中沢 新一／著 青土社 469 

人の暮らしを変えた植物の化学戦略 香り・味・色・薬効 

 黒柳 正典／著 築地書館 471.4 

青いケシ メコノプシス 冨山 稔／著 文一総合出版 479.7 

鳴く虫「音声」図鑑 QRコードで声を聴く、音で探せる！  

奥山 風太郎／著 DU BOOKS 486.4 

ツバメのひみつ 長谷川 克／著 緑書房 488.9 

ただ、寄り添う。 大切な人の命の終わりにどうかかわるか  

玉置 妙憂／著 主婦の友インフォス 490.14 

最強に面白い！！人体 ニュートンプレス 491.3 

筋肉の機能・性質パーフェクト事典 スポーツ科学の基礎知識 

 石井 直方／著 ナツメ社 491.36 

子どものツボ押しマッサージ 心と体の症状に効くやさしいスキンシップ  

鵜沼 宏樹／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 492.7 

しくじらない飲み方 酒に逃げずに生きるには 斉藤 章佳／著 集英社 493.15 

心臓・血管の病気にならない本 日本一わかりやすい心臓と血液の基礎知識  

山下 武志／著 ベストセラーズ 493.23 

血液のがん 悪性リンパ腫・白血病・多発性骨髄腫  

木崎 昌弘／監修 主婦の友社 493.29 

よくわかる女性の ADHD 注意欠如・多動症  

司馬 理英子／著 主婦の友社 493.73 

発達障害にクスリはいらない 子どもの脳と体を守る食事  

内山 葉子／著 マキノ出版 493.93 

がん免疫療法の突破口(ブレイクスルー)  

チャールズ・グレーバー／著 早川書房 494.5 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

ヘバーデン結節の痛みはモヤモヤ血管が原因だった  

奥野 祐次／著 ワニ・プラス 494.77 

医療ミスでは？と思ったら読む本 医療事故研究会／著 日本評論社 498.1 

地域の病院は命の砦 地域医療をつくる政策と行動  

横山 壽一／編著 自治体研究社 498.13 

声筋のすごい力 声の専門医だから知っている  

渡邊 雄介／著 ワニブックス 498.3 

医者が教えるサウナの教科書 ビジネスエリートはなぜ脳と体をサウナでとと

のえるのか？ 加藤 容崇／著 ダイヤモンド社 498.37 

栄養の基本がわかる図解事典 2020 ビタミン・ミネラル・アミノ酸…栄養用語

がまるわかり！暮らしの栄養学でもっと健康に、もっときれいに！  

中村 丁次／監修 成美堂出版 498.55 

世界一わかりやすい新型コロナウイルス完全対策 BOOK  

寺嶋 毅／監修 宝島社 498.6 

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

最後の講義完全版 1000年後のロボットと人間  

石黒 浩／著 主婦の友社 504/ｲ 

2060未来創造の白地図 人類史上最高にエキサイティングな冒険が始まる  

川口 伸明／著 技術評論社 504/ｶ 

水道、再び公営化！ 欧州・水の闘いから日本が学ぶこと  

岸本 聡子／著 集英社 518.1 

一城一話 55の物語 戦国の名将、敗将、女たちに学ぶ  

松平 定知／著 講談社ビーシー 521.8 

誰かに教えたくなるレトロ建築の話 門井 慶喜／著 潮出版社 523.1 

イラストでわかるビル設備 井上 国博／著 ナツメ社 528 

トラップ 排水システムの歴史と役割 坂上 恭助／著 彰国社 528.1 

最新 CASEがよくわかる本 AIとネットワークで変わる自動車と社会  

神崎 洋治／著 秀和システム 537 

小型・軽トラック年代記 三輪自動車の隆盛と四輪車の台頭 

1904-1969 桂木 洋二／著 グランプリ出版 537.9 
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◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 

宇宙の謎に迫れ！探査機・観測機器 61 小谷 太郎／著 ベレ出版 538.9 

通信設備が一番わかる 情報通信を支える通信設備の基礎から応用まで  

真江島 光／著 技術評論社 547 

最新図解で早わかり 5Gがまるごとわかる本  

水上 貴博／著 ソーテック社 547.5 

スマートマシンはこうして思考する  

ショーン・ジェリッシュ／著 みすず書房 548.1 

新しい世界を生きるためのサイバー社会用語集  

一田 和樹／著 原書房 548.3 

初心者からちゃんとしたプロになる HTML+CSS標準入門  

おの れいこ／共著 エムディエヌコーポレーション 548.3 

レアメタルの地政学 資源ナショナリズムのゆくえ  

ギヨーム・ピトロン／著 原書房 565.8 

砂と人類 いかにして砂が文明を変容させたか  

ヴィンス・バイザー／著 草思社 569.8 

趣味の酒つくり ドブロクをつくろう実際編  

笹野 好太郎／著 農山漁村文化協会 588.5 

女は好きなことを仕事にする 大原 真樹／著 大和書房 589.2 

コスパの神様 篠原 充彦／著 ポプラ社 591 

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

人新世(アントロポセン)の地球環境と農業  

石坂 匡身／著 農山漁村文化協会 610.4 

動物の看護師さん 動物・飼い主・獣医師をつなぐ 6つの物語 

 保田 明恵／著 大月書店 649 

「老後の資産形成をゼッタイ始める！」と思える本 「老後難民女子」にならない

ように今すぐ準備をしましょう！ 野尻 哲史／著 扶桑社 676.5 

鉄道について話した。 市川 紗椰／著 集英社 686 

新しい京王電鉄の世界 路面電車から近代路線へ、進化を続ける  

交通新聞社 686.21 
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◆◆◆６００ 産業・交通・通信 （つづき）◆◆◆ 

鉄道のドイツ史 帝国の形成からナチス時代、そして東西統一へ 

 バン澤 歩／著 中央公論新社 686.23 

駅名学入門 今尾 恵介／著 中央公論新社 686.5 

派遣添乗員ヘトヘト日記 当年 66歳、本日も“日雇い派遣”で旅に出ます  

梅村 達／著 三五館シンシャ 688.6 

東映ヒーローMAX VOLUME61(2020SPRING) 辰巳出版 699.9 

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

芸術人類学講義 鶴岡 真弓／編 筑摩書房 701.3 

北斎になりすました女 葛飾応為伝 檀 乃歩也／著 講談社 721.8 

教養としてのロンドン・ナショナル・ギャラリー 木村 泰司／著 宝島社 723.3 

水彩画絵づくりのルール 写真を上手に使いこなそう  

赤坂 孝史／著 日貿出版社 724.4 

猫のいた時間 安曇野の空と風 成瀬 政博／画 新泉社 726.5 

ロゴのつくりかたアイデア帖 “いい感じ”に仕上げる 65の引き出し  

遠島 啓介／著 インプレス 727 

百人一首を書く 書のスタイルブック 日貿出版社／編 日貿出版社 728.5 

リサ・ラーソン展 創作と出会いをめぐる旅  

リサ・ラーソン／著 大和書房 751.33 

問題解決ラボ  「あったらいいな」をかたちにする「ひらめき」の技術  

佐藤 オオキ／著 日本経済新聞出版社 757 

絶対！わかる和声法 100のコツ 土田 京子／著  

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 761.5 

古関裕而の昭和史 国民を背負った作曲家  

辻田 真佐憲／著 文藝春秋 762.8/ｺ 

音読でたのしむ思い出の童謡・唱歌 令和に伝えたい心に響く歌 101  

齋藤 孝／著 KADOKAWA 767.7 

森光子 百歳の放浪記 川良 浩和／著 中央公論新社 772.8/ﾓ 
歌舞伎に女優がいた時代 小谷野 敦／著 中央公論新社 774.2 

最後の講義完全版 映画とは“フィロソフィー”  

大林 宣彦／著 主婦の友社 778.28/ｵ 
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

「遊ぶ」が勝ち 為末 大／著 中央公論新社 780.4/ﾀ 

女子マラソン強豪列伝 歴史をつくったヒロインたち  

川口 素生／著 ベストブック 782.3 

超一流 プロ野球大論 野村 克也／著 徳間書店 783.7 

40代からでも波に乗れるはじめてのサーフィン  

いいオヤジが最短でいい波に乗る方法 市東 重明／著 KADOKAWA 785.3 

アルパインクライミング教本 完全図解 笹倉 孝昭／著 山と溪谷社 786.1 

日本の火山に登る 火山学者が教えるおもしろさ  

及川 輝樹／著 山と溪谷社 786.1 

イラストマニュアル・はじめてのクレー射撃 誰でも今からはじめられる！生涯の

趣味として楽しめる！ 東雲 輝之／著 秀和システム 789.7 

よくわかる棚の点前 表千家流 堀内 宗心／指導 世界文化社 791.7 

 

８００ 語学                                                        

新敬語「マジヤバイっす」 社会言語学の視点から  

中村 桃子／著 白澤社 814.9 

英語バカのすすめ 私はこうして英語を学んだ  

横山 雅彦／著 筑摩書房 830.7 

「使える英語」はなぜ身につかないか 英語 4技能の文化的なハードル  

尾見 康博／著 金子書房 830.7 

ひとりでも学べるフランス語 中村 敦子／著 白水社 850 

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

ノンフィクションの技法 ピュリツァー賞作家が明かす  

ジョン・マクフィー／著 白水社 901.6 

世界魔法道具の大図鑑 バッカラリオ／文 西村書店 902.3 
「井上ひさし」を読む 人生を肯定するまなざし  

今村 忠純／ほか述 集英社 910.2/ｲ 

司馬遼太郎旅する感性 桑島 秀樹／著 世界思想社 910.2/ｼ 
寺山修司の一九六〇年代 不可分の精神 堀江 秀史／著 白水社 910.2/ﾃ 

蕎麦湯が来ない せきしろ／著 マガジンハウス 911.3/ｾ 



18 

 

◆◆◆９００～９１９ 文学一般、日本の文学（つづき）◆◆◆ 

徒然草 無常観を超えた魅力 川平 敏文／著 中央公論新社 914.4 

荻生徂徠全詩 １ 荻生 徂徠／著 平凡社 919.5 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

アウターライズ 赤松 利市／著 中央公論新社 913.6/ｱｶﾏ 

発注いただきました！ 朝井 リョウ／著 集英社 913.6/ｱｻｲ 

流人道中記 上・下 浅田 次郎／著 中央公論新社 913.6/ｱｻﾀ 

ピカソになれない私たち 一色 さゆり／著 幻冬舎 913.6/ｲﾂｼ 

よその島 井上 荒野／著 中央公論新社 913.6/ｲﾉｳ 

文身 岩井 圭也／著 祥伝社 913.6/ｲﾜｲ 

総理の決断 プロジェクト X原子力  

大塚 千久／著 エネルギーフォーラム 913.6/ｵｵﾂ 

ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい 大前 粟生／著 河出書房新社 913.6/ｵｵﾏ 

静かなる太陽 霧島 兵庫／著 中央公論新社 913.6/ｷﾘｼ 

私たちの望むものは 小手鞠 るい／著 河出書房新社 913.6/ｺﾃﾏ 

ひこばえ 上・下 重松 清／著 朝日新聞出版 913.6/ｼｹﾏ 

三兄弟の僕らは 小路 幸也／著 PHP研究所 913.6/ｼﾖｳ 

図書室のバシラドール 竹内 真／著 双葉社 913.6/ﾀｹｳ 

十字架のカルテ THE PSYCHIATRIST 知念 実希人／著 小学館 913.6/ﾁﾈﾝ 

チーム ３ 堂場 瞬一／著 実業之日本社 913.6/ﾄｳﾊ 

北条氏康 １ 富樫 倫太郎／著 中央公論新社 913.6/ﾄｶｼ 

緋色の残響 長岡 弘樹／著 双葉社 913.6/ﾅｶｵ 

ほどなく、お別れです それぞれの灯火 長月 天音／著 小学館 913.6/ﾅｶﾂ 

夜がどれほど暗くても 中山 七里／著 角川春樹事務所 913.6/ﾅｶﾔ 

掟上今日子の設計図 西尾 維新／著 講談社 913.6/ﾆｼｵ 

十津川警部殺意の交錯 トラベル・ミステリー傑作集  

西村 京太郎／著 徳間書店 913.6/ﾆｼﾑ 

帝国 花村 萬月／著 講談社 913.6/ﾊﾅﾑ 

カマイタチ 松島相談士の日報録  

原田 宗一郎／著 講談社エディトリアル 913.6/ﾊﾗﾀ 

<あの絵>のまえで A Piece of Your Life 原田 マハ／著 幻冬舎 913.6/ﾊﾗﾀ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

クスノキの番人 東野 圭吾／著 実業之日本社 913.6/ﾋｶｼ 

礼儀正しい空き巣の死 樋口 有介／著 祥伝社 913.6/ﾋｸﾁ 

東京ホロウアウト 福田 和代／著 東京創元社 913.6/ﾌｸﾀ 

ピエタとトランジ 完全版 藤野 可織／著 講談社 913.6/ﾌｼﾉ 

神域 上・下 真山 仁／著 毎日新聞出版 913.6/ﾏﾔﾏ 

MISSING 失われているもの 村上 龍／著 新潮社 913.6/ﾑﾗｶ 

嫁ぐ日 諸田 玲子／著 集英社 913.6/ﾓﾛﾀ 

小鳥、来る 山下 澄人／著 中央公論新社 913.6/ﾔﾏｼ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

下級国民 A 赤松 利市／著 CCCメディアハウス 914.6/ｱｶﾏ 

明日はもっと面白くなるかもしれないじゃない？  

我妻 マリ／著 幻冬舎 914.6/ｱｽﾏ 

旅ごはん 小川 糸／著 白泉社 914.6/ｵｶﾜ 

晴れの日散歩 角田 光代／著 オレンジページ 914.6/ｶｸﾀ 

できることならスティードで 加藤 シゲアキ／著 朝日新聞出版 914.6/ｶﾄｳ 

サンドウィッチマンの東北魂 あの日、そしてこれから  

サンドウィッチマン／著 ニッポン放送 914.6/ｻﾝﾄ 

閨と厨 寿木 けい／著 CCCメディアハウス 914.6/ｽｽｷ 

笑って生ききる 瀬戸内 寂聴／著 中央公論新社 914.6/ｾﾄｳ 

私日記 １１ 曽野 綾子／著 海竜社 914.6/ｿﾉ 

風と双眼鏡、膝掛け毛布 梨木 香歩／著 筑摩書房 914.6/ﾅｼｷ 

夜明けの M 林 真理子／著 文藝春秋 914.6/ﾊﾔｼ 

生涯編集者 戦争と人間を見すえて 原田 奈翁雄／著 高文研 914.6/ﾊﾗﾀ 

大江千里と渡辺美里って結婚するんだとばかり思ってた  

昭和 40年代男子の思い出エッセイ 樋口 毅宏／著 交通新聞社 914.6/ﾋｸﾁ 

いつでも母と 山口 恵以子／著 小学館 914.6/ﾔﾏｸ 

南相馬メドレー 柳 美里／著 第三文明社 914.6/ﾕｳ 

つくるたべるよむ 本の雑誌編集部／編 本の雑誌社 914.6 

惚れるマナー 大下 一真／著 中央公論新社 914.6 

かんもくの声 入江 紗代／著 学苑社 916/ｲﾘｴ 
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◆◆◆９１４．６～９１７ 日本のエッセイ（つづき）◆◆◆ 

ハイパーハードボイルドグルメリポート 上出 遼平／著 朝日新聞出版 916/ｶﾐﾃ 

感謝離 ずっと一緒に 河崎 啓一／著 双葉社 916/ｶﾜｻ 

今日、借金を背負った 借金で人生が狂った 11人の物語  

増田 明利／著 彩図社 916/ﾏｽﾀ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

中国詩人烈伝 人生のヒントをくれる型破りな 10賢人  

諸田 龍美／著 淡交社 921 

月の光 現代中国 SFアンソロジー ケン・リュウ／編 早川書房 923 

無の国の門 引き裂かれた祖国シリアへの旅  

サマル・ヤズベク／著 白水社 929.76/ﾔ 

ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ／著 早川書房 933/ｵ 

ザ・フォックス フレデリック・フォーサイス／著 KADOKAWA 933/ﾌ 

カタストロフ前夜 パリで 3・11を経験すること  

関口 涼子／著 明石書店 954/ｾ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

犬侍見参 北前船用心棒◆赤穂ノ湊 赤神 諒／著 小学館 BN/ｱｶ 

壁の花のバラード 赤川 次郎／著 徳間書店 BN/ｱｶ 

私人逮捕！ 安達 瑤／著 徳間書店 BN/ｱﾀ 

凍える火 第Ⅱ捜査官 3 安東 能明／著 徳間書店 BN/ｱﾝ 

なみだふるはな 石牟礼 道子／著 河出書房新社 BN/ｲｼ 

トロイの木馬 江上 剛／著 朝日新聞出版 BN/ｴｶ 

紫の火花 岡 潔／著 朝日新聞出版 BN/ｵｶ 

熱血一刀流 １ 岡本 さとる／著 角川春樹事務所 BN/ｵｶ 

夜盗狩り 助立屋始末 沖田 正午／著 コスミック出版 BN/ｵｷ 

禁じられた楽園 恩田 陸／著 徳間書店 BN/ｵﾝ 

風の二代目 小料理のどか屋人情帖 28 倉阪 鬼一郎／著 二見書房 BN/ｸﾗ 

綺羅星 銀座ともしび探偵社 小松 エメル／著 新潮社 BN/ｺﾏ 

道標 東京湾臨海署安積班 今野 敏／著 角川春樹事務所 BN/ｺﾝ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

とろとろ卵がゆ 居酒屋ぜんや 8 坂井 希久子／著 角川春樹事務所 BN/ｻｶ 

雲 死ぬがよく候 5 坂岡 真／著 小学館 BN/ｻｶ 

いまひとたびの 志水 辰夫／著 新潮社 BN/ｼﾐ 

幽霊たちの不在証明 朝永 理人／著 宝島社 BN/ﾄﾓ 

サムのこと 猿に会う 西 加奈子／著 小学館 BN/ﾆｼ 

たこ焼きの岸本 蓮見 恭子／著 角川春樹事務所 BN/ﾊｽ 

半四郎艶情斬り 早瀬 詠一郎／著 コスミック出版 BN/ﾊﾔ 

彼女の知らない空 早瀬 耕／著 小学館 BN/ﾊﾔ 

永久の護衛士 陽だまり翔馬平学記 3 早見 俊／著 小学館 BN/ﾊﾔ 

杜の都であやかし保護猫カフェ 湊 祥／著 宝島社 BN/ﾐﾅ 

悪辣 傑作クライム・ピカレスク 南 英男／著 コスミック出版 BN/ﾐﾅ 

蟲愛づる姫君の蜜月 宮野 美嘉／著 小学館 BN/ﾐﾔ 

北帰行 森 詠／著 二見書房 BN/ﾓﾘ 

オリバー・ツイスト ディケンズ／著 光文社 B/ﾃｲ 

探偵コナン・ドイル ブラッドリー・ハーパー／著 早川書房 B/ﾊﾊ 

火の柱 上・中・下 ケン・フォレット／著 扶桑社 B/ﾌｵ 

不協和音 クリスティーン・ベル／著 小学館 B/ﾍﾙ 

シャツェンの博物館 クルト・マール／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

フロストルービンふたたび 宇宙英雄ローダン・シリーズ 612  

デトレフ・G.ヴィンター／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

愛と魔法に導かれし世界 上・下 ノーラ・ロバーツ／著 扶桑社 B/ﾛﾊ 

 

Ｔ 暮らし                                                

カジュアルファッションで決める 50代からの男の服選び  

大西 陽一／監修 ナツメ社 T0 

Neoグレイヘアスタイル えがお美容室／著 扶桑社 T0 

TOWNのパターンアレンジでつくる日常着  

木地谷 良一／著 文化学園文化出版局 T11 
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

石田節子流気軽でお洒落な作り帯 8分着付けでらくらく！ 

 石田 節子／監修 世界文化社 T12 

パンチニードル 糸のループで描く刺繡  

アローナ・コーノラジ／著 日本ヴォーグ社 T15 

フラワーアレンジメントの発想と作り方 制作意図とデザイン画からわかる  

永塚 慎一／監修 誠文堂新光社 T17 

ワザありポーチ 簡単、きれいのポイントがいっぱい 

 komihinata／ほか著 ナツメ社 T19 

うおつか流食べつくす！ 一生使える台所術  

魚柄 仁之助／著 農山漁村文化協会 T40 

おかずチャートで迷わない！即決！晩ごはん  

上田 淳子／著 学研プラス T41 

沢村貞子の献立 料理・飯島奈美 飯島 奈美／著 リトルモア T41 

スパイスカレー弁当 汁もの、丼もの、カレーむすびまで気軽に持ち運びできる本

格レシピ 44 カレー将軍／著 誠文堂新光社 T42 

作ってあげたい子どものおやつ 卵・乳製品・小麦粉なし  

桑原 奈津子／著 KADOKAWA T46 

なにをどれだけ食べたらいいの？ バランスのよい食事ガイド 

 香川 明夫／監修 女子栄養大学出版部 T49 

築古 47 年マンションリノベーション&DIY プロと作っていろいろわかったコト 

友安製作所／著 誠文堂新光社 T5 

昔農家に教わる野菜づくりの知恵とワザ 収量が増え、味がよくなる 農薬や化学

肥料に頼らない栽培技術 木嶋 利男／著 家の光協会 T6 

男の子・女の子ハッピー名前事典 ぜーんぶ吉名！未来輝く 

 東伯 聰賢／監修 西東社 T8 

子どものサインに気がついて モンテッソーリ園長の子育てアドバイス  

堀田 和子／著 瀬谷出版 T9 
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Ｒ 調べものに役立つ本                                                

読売年鑑 2020年版 読売新聞東京本社 R059.1 

中国思想基本用語集 湯浅 邦弘／編著 ミネルヴァ書房 R122 

国会便覧 令和 2年 2月新版 シュハリ・イニシアティブ R314.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        ★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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曜日 時間 駐車場 住所 5 月 6 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 

巡回 

 

中止  

4 日 

 

18 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 

5 日 

 

19 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） 

10 日 

24 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

11 日   

 

25 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 

12 日 

 

26 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 

移動図書館ひまわり号 5月・6月巡回日程 

☂ 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。  

 


