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     ★休館日や、開館時間については状況により変更になる場合がございます。 

ご了承ください。 

２０２０年 ６月 №250 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

6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 
 

 

 

 

  

 

中央・高幡・日野 

多摩平・平山・百草（月曜日） 
1日 8日 15日 22日 29日 

市政図書室（日曜日・祝日） 1日 7日 14日 21日 28日 

 

今月のひろば 

P.2 図書館の開館再開について 

   （一部サービスの制限、対応とお願い） 

P.3 図書館集会室の抽選会のお知らせ  

図書館員の本箱 

P.4 図書館に入った新しい本  

P.20 移動図書館ひまわり号巡回日程 

 

～６月２日（火）から開館再開～ 
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図書館の開館再開について 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月９日（木）から６月１日（月）
まで、図書館は休館いたしました。（一部資料（4月 11日（土）までに予約済の
資料）のみ、５月８日（金）まで臨時窓口にて貸出を行っていました。） 

6 月 2 日（火）から開館を再開いたします（移動図書館の巡回も再開）。 

引き続き、感染拡大防止対策が必要な状況です。どうぞご協力をお願いいたし
ます。 

≪一部サービスの制限≫ 

• 電源席は利用できません 

• CDの試聴（多摩平・百草）は利用できません 

• 中央図書館休憩スペース・高幡図書館自習スペースは利用できません（多摩平

図書館に隣接しているブラウジングスペースは利用できません） 

• 長時間の館内滞在はご遠慮ください（目安は 30分です） 

• 中央図書館集会室・高幡図書館読書会室・百草図書館談話室の利用は６月 16日

（火）から再開します。市の施設再開ガイドラインに基づき、利用人数・利用

方法にご協力ください。 

• 中央図書館・高幡図書館・百草図書館のギャラリー利用は当面の間、休止いた

します。 

 

開館再開に伴う対応とお願い  

• 4月 9日～6月 13日までが貸出期限となっている資料、及び現在ご用意できて

いる予約資料の取置期限は６月１４日まで延長しています。（市政図書室は 6

月 15日まで） 

• 閲覧席は間隔を空けて椅子を配置しています 

• 大人数での来館はお控えください 

• 平日に来館が可能な方は、利用の多い土日の来館は避けてください 

• 返却は各館入口のブックポストをご利用ください（市政図書室除く） 

• 体調不良時は来館をおやめください 

• マスク着用、本の利用前後の手洗いにご協力をお願いいたします 

• 窓口前は間隔を空けてお待ちいただくよう足元に表示をしています 

• 窓口には飛沫防止シートを設置し、職員はマスクを着用しています 

 

※今後の感染状況によって、制限を見直していきます。 
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図書館集会室の抽選会のお知らせ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館員の本箱  
『ちいさい言語学者の冒険』 広瀬友紀／著 岩波書店 2017.3 

「これ食べたら死む？」「かににさされてちががでた（蚊にさされて血がでた）」

「テベリ（テレビ）見たい」などなど。子どもの言い間違いは実にかわいらしくて、

おもしろいですよね。うちの子だけかと思っていたら、驚くほどみんな同じ言い間違

いをしていることに、この本を読んで気づきました。子どもが言葉を身につけていく

過程を実況していたら、言語学の広い世界が見えてきた、と著者。決して堅苦しくな

く、子ども達の珍プレー好プレーにふきだしながら言葉の秘密に迫れる本です。 

私たちはどうやって言葉を身につけたのか？と問われたら、周囲の大人が話して

いる言葉を聞いて身につけた、と答えがちです。しかし、「死む」などと言う大人は

いません。子どもは国語の授業で学ぶような文法を学ばずとも、自分でルールを見つ

け、一般化して使うのです（正しいかどうかは別として）。 

身近な言語学者の言葉に耳を傾けるのが楽しくなりそうです。（H） 

                     

 

利用期間：令和２年度後期（令和２年１０月～令和３年３月） 

抽選日 ：令和２年６月２２日（月）１０：3０～ 

      ※休館日ですが、抽選会参加者はお入りいただけます。 

      ※新型コロナウイルスの流行状況により、延期になる 

       場合があります。 

抽選場所：各図書館（中央図書館・高幡図書館・百草図書館） 

対象  ：市内在住・在勤・在学者が主催する非営利目的のグループ 

     （音楽など実技を伴う場合は利用できません） 

      ※利用人数、利用方法に一部制限があります。 

申込期間：５月１２日（火）～６月１８日（木） 

申込方法：ご利用になりたい館へ、電話・郵送・FAX・持参のいずれの 

     方法でお申し込みください。郵送の場合は６月１８日必着。 

      ※可能な限り、持参はお控えください。広報 5月 1日号には 

       「電話受付」を記載しておりませんでしたが、電話でも 

       受付いたします。 

※お問い合わせは各図書館にお願いいたします。 
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  図書館に入った 新 し い 本 
3月 26日から 4月 28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                                       

書評の仕事 印南 敦史／著 ワニブックス 019  

積読こそが完全な読書術である 永田 希／著 イースト・プレス 019  

高校生と考える日本の論点 2020-2030  

桐光学園中学校・高等学校／編 左右社 041  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

世界哲学史 ４ 伊藤 邦武／責任編集 筑摩書房 102  

孤独を生き抜く哲学 小川 仁志／著 河出書房新社 104/ｵ 

マルクス・ガブリエル欲望の時代を哲学する ２  

マルクス・ガブリエル／述 NHK出版 104/ｶ 

いま死の意味とは トニー・ウォルター／著 岩波書店 114.2  

「心の哲学」批判序説 佐藤 義之／著 講談社 115  

存在と時間 ７ ハイデガー／著 光文社 134.9  

自由というサプリ ラブという薬 続 いとう せいこう／著 リトルモア 146.8  

斎藤一人 龍が味方する生き方 仕事もプライベートも人生思いのまま  

斎藤 一人／著 マキノ出版 147  

世界怪異事典 科学が説明できない奇怪な出来事 200  

歴史の謎を探る会／編 河出書房新社 147  

人脈なんてクソだ。 変化の時代の生存戦略  

三浦 崇宏／著 ダイヤモンド社 159  

なまけもの時間術 管理社会を生き抜く無敵のセオリー23  

ひろゆき／著 学研プラス 159  
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◆◆◆１００ 哲学・心理学・宗教（つづき）◆◆◆ 

理不尽に逆らえ。 真の自由を手に入れる生き方 

 堀江 貴文／著 ポプラ社 159  

四国遍路の世界 愛媛大学四国遍路・世界の巡礼研究センター 

／編 筑摩書房 186.9  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

独裁者が変えた世界史 上・下 オリヴィエ・ゲズ／編 原書房 209.7  

もう一つ上の日本史 近代ー現代篇  

『日本国紀』読書ノート 浮世 博史／著 幻戯書房 211  

古代史の「謎」を歩く 見えてきた「日本の始まり」 関 裕二／監修 宝島社 213  

変貌する古事記・日本書紀 いかに読まれ、語られたのか  

及川 智早／著 筑摩書房 213  

中世史講義 戦乱篇 高橋 典幸／編 筑摩書房 214  

石に刻まれた江戸時代 無縁・遊女・北前船 関根 達人／著 吉川弘文館 215  

徳川の幕末 人材と政局 松浦 玲／著 筑摩書房 215.8  

台湾を築いた明治の日本人 渡辺 利夫／著 産経新聞出版 222.4  

よくわかるアメリカ文化史 巽 孝之／編著 ミネルヴァ書房 253  

世界はもっと！ほしいモノにあふれてる バイヤーが教える極上の旅  

NHK「世界はほしいモノにあふれてる」制作班／監修・協力 KADOKAWA 290.9  

シェルパ斉藤の遊歩見聞録 だから歩く旅はやめられない 

 斉藤 政喜／著 小学館 291  

神木探偵 神宿る木の秘密 本田 不二雄／著 駒草出版 291  

もっとお得にきっぷを買うアドバイス 50  

冊合計 30万円以上の、お得になる知恵の数々 蜂谷 あす美／著 天夢人 291  

首都圏から行く！駅弁でめぐる列車旅 “おいしい”が詰まった、鉄道の旅へ… 

ぴあ 291.3  

東京発半日徒歩旅行調子に乗ってもう一周！  

まだまだある！朝寝した休日でもたっぷり楽しめる東京近郊「超」小さな旅  

佐藤 徹也／著 山と溪谷社 291.3  

渋谷上空のロープウェイ 幻の「ひばり号」と「屋上遊園地」の知られざる歴史  

夫馬 信一／著 柏書房 291.36  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

地図と写真でわかる江戸・東京 西東社編集部／編 西東社 291.36  

ハノイから行けるベトナム北部の少数民族紀行 かわいい雑貨と美しい衣装に

出会う旅 西澤 智子／写真・文 ダイヤモンド・ビッグ社 292.31  

シンガポールランキング&得テクニック！286 ダイヤモンド・ビッグ社 292.39  

世界最凶都市ヨハネスブルグ・リポート 南アフリカ共和国・ヨハネスブルグ 100

日間取材記録 小神野 真弘／著 彩図社 294.87  

100 NEW YORK-MY BEST  

地球の歩き方編集者が選んだニューヨークで本当にしたい 100のこと  

なかにし なおこ／著 ダイヤモンド・ビッグ社 295.3 

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

ようこそ南アジア世界へ 石坂 晋哉／編 昭和堂 302.25  

本当は恐ろしいアメリカの思想と歴史 フリーメイソン＝ユニテリアンは悪魔で

はなく正義の秘密結社だった！ 副島 隆彦／著 秀和システム 304/ｿ 

ペルシア人の手紙 シャルル＝ルイ・ド・モンテスキュー／著 講談社 311.23  

よくわかる現代中国政治 川島 真／編著 ミネルヴァ書房 312.22  

よくわかる EU政治 坂井 一成／編著 ミネルヴァ書房 312.3  

吉田茂 戦後日本の設計者 保阪 正康／著 朝日新聞出版 312.8/ﾖ 

不快な表現をやめさせたい！？ こわれゆく「思想の自由市場」 

 紙屋 高雪／著 かもがわ出版 316.1  

格差は心を壊す 比較という呪縛  

リチャード・ウィルキンソン／著 東洋経済新報社 316.3  

レイシズム ルース・ベネディクト／著 講談社 316.8  

わかりやすい訴訟のしくみ 見る+読む＝わかる  

石原 豊昭／著 自由国民社 327  

現代経済学の直観的方法 長沼 伸一郎／著 講談社 331  

GDP を超える幸福の経済学 社会の進歩を測る  

ジョセフ・E.スティグリッツ／編著 明石書店 331.1  

国富論 上 国民の富の性質と原因に関する研究  

アダム・スミス／著 講談社 331.4  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

武器としての「資本論」 白井 聡／著 東洋経済新報社 331.6  

デジタル国富論 森 健／編著 東洋経済新報社 332  

子供が消えゆく国 藤波 匠／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 334.31  

起業家の勇気 USEN宇野康秀とベンチャーの興亡  

児玉 博／著 文藝春秋 335.1  

日本でいちばん大切にしたい会社 ７ 坂本 光司／著 あさ出版 335.3  

「第三者委員会」の欺瞞 報告書が示す不祥事の呆れた後始末 

 八田 進二／著 中央公論新社 336  

一緒にいて居心地のいい人、悪い人の話し方  

どんな人とも気持ちが通じる！38のコツ 野口 敏／著 学研プラス 336.4 

とっさに使える敬語手帳 山田 敏世／監修 新星出版社 336.4  

無料 RPA Intelligent Automation Cloud Express 業務自動化実践ガイド  

鳥居塚 卓／著 秀和システム 336.5  

現代会計学 新井 清光／著 中央経済社 336.9  

ツーカとゼーキン 知りたくなかった日本の未来  

明石 順平／著 集英社インターナショナル 337  

なぜ支店長は飛ばされたのか 「半沢直樹のモデル」と噂の元銀行マンの告白 

加藤 直樹／著 廣済堂出版 338.5  

優位に立てる「刑事(デカ)力」コミュニケーション 20の術  

元捜査一課刑事の㊙メモより 佐々木 成三／著 小学館 361.4  

労働法 浅倉 むつ子／著 有斐閣 366.1  

「転職回数が多い」「非正規だった」…それでも書類選考で落とされない履歴

書・職務経歴書の書き方      中園 久美子／著 日本実業出版社 366.2  

同僚は外国人。 10年後、ニッポンの職場はどう変わる！？ 

 細井 聡／著 CCCメディアハウス 366.8  

おひとりさまの老後対策 大村 大次郎／著 小学館 367.9  

定年男子定年女子 45歳から始める「金持ち老後」入門！ 

 大江 英樹／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 367.9  

加害者家族バッシング 世間学から考える 佐藤 直樹／著 現代書館 368.6  

福祉業界で働く 戸田 恭子／著 ぺりかん社 369  

障害者差別を問いなおす 荒井 裕樹／著 筑摩書房 369.2  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

保育園に通えない子どもたち 「無園児」という闇  

可知 悠子／著 筑摩書房 369.4  

科学的に考える子育て エビデンスに基づく 10の真実  

和久田 学／著 緑書房 370.4/ﾜ 

絵で読む教育学入門 広岡 義之／著 ミネルヴァ書房 371  

子どもが学校に行きたくないと言ったら読む本 マンガで見る 

菅野 純／監修 主婦の友社 371.4 

奨学金なんかこわくない！ 栗原 康／著 新評論 373.4  

大学生のストレスマネジメント 自助の力と援助の力  

齋藤 憲司／著 有斐閣 377.9  

日本のお弁当文化 知恵と美意識の小宇宙  

権代 美重子／著 法政大学出版局 383.8  

ザシキワラシと婆さま夜語り 遠野のむかし話  

佐々木 喜善／著 河出書房新社 388.12  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

ザ・ヒストリー科学大百科 写真とイラストで科学のすべてがゼロからわかる！ 
トム・ジャクソン／著 ニュートンプレス 402  

数学大百科 A CURIOUS HISTORY  

ジョエル・レビー／著 ニュートンプレス 410.2  

その悩み、僕らなら数学で解決できます！  

はなお&でんがんと仲間たち／著 河出書房新社 410.4/ﾊ 

図解いちばんやさしい最新宇宙 三澤 信也／著 彩図社 440  

散歩が楽しくなる空の手帳 森田 正光／監修 東京書籍 451  

大陸と海洋の起源 アルフレッド・ウェゲナー／著 講談社 455.8  

TYRANNOPEDIA ティラノサウルス最新一族大図鑑楊楊／文 講談社 457.8  

知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑 長澤 淳一／著 創元社 472.1  

くらべてわかるシダ 識別ポイントで見分ける 桶川 修／文 山と溪谷社 476  

先生、大蛇が図書館をうろついています！ 小林 朋道／著 築地書館 481.7  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

見つけて検索！日本のカエルフィールドガイド  

カエル探偵団／編 文一総合出版 487.8  

オーデュボンの鳥 『アメリカの鳥類』セレクション  

ジョン・ジェームズ・オーデュボン／著 新評論 488  

ツキノワグマのすべて 森と生きる。 小池 伸介／著 文一総合出版 489.5  

119番と平穏死 「理想の最期」を家族と叶える  

長尾 和宏／著 大和書房 490.15  

iPS細胞の研究室 体のしくみから研究の未来まで  

志田 あやか／著 東京書籍 491.11 

人体は流転する 医学書が説明しきれないからだの変化  

ギャヴィン・フランシス／著 みすず書房 491.3  

気づきの摂食嚥下と口腔ケア  

「たべる」をささえるケアの気づきとレシピのヒント  

齋藤 真由／著 秀和システム 491.34  

最強にわかる！！死とは何か ニュートンプレス 491.35  

脳のネットワーク オラフ・スポーンズ／著 みすず書房 491.37  

BODY JOURNEY 手あての人とセルフケア 

 つるや ももこ／著 KTC中央出版 492.79  

1日も早く薬をやめたい人の血圧を下げる本  

加藤 雅俊／著 学研プラス 493.25  

肺がん 最先端治療と再発・転移を防ぐ日常生活の工夫  

坪井 正博／著 主婦の友社 493.38  

膵臓がん・胆道がん 神澤 輝実／監修 主婦の友社 493.47  

人と食事するのが怖い！ 会食恐怖症ってなに？？  

朝来 おかゆ／著 合同出版 493.74  

中高生の身長を伸ばす 7つの習慣 目ざせ 180cm！  

佐藤 智春／著 主婦の友社 493.91  

世界中の医学研究を徹底的に比較してわかった最高のがん治療  

津川 友介／著 ダイヤモンド社 494.5  

あごの痛みが消える！ 筋膜スマートリリース 原 節宏／著 KADOKAWA 497.3  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

最新医療事務のすべてがわかる本 2020 医療事務の仕事と魅力を徹底紹介！  

青地 記代子／監修 日本文芸社 498.16  

歩くだけでウイルス感染に勝てる！ 長尾 和宏／著 山と溪谷社 498.6  

新型コロナウイルス緊急対策マニュアル これでわが家の感染対策はバッチリ！ 

齋藤 勝裕／編著 秀和システム 498.6  

生薬と漢方薬の事典 田中 耕一郎／編著 日本文芸社 499.8  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

知的財産法 角田 政芳／著 有斐閣 507.2  

13歳からの環境問題 「気候正義」の声を上げ始めた若者たち 

 志葉 玲／著 かもがわ出版 519  

図解でわかる 14歳からの水と環境問題  

インフォビジュアル研究所／著 太田出版 519.4  

よくわかる最新レンズの基本と仕組み 身近な現象から学ぶレンズの科学と技術 

桑嶋 幹／著 秀和システム 535.8 

「深層」カルロス・ゴーンとの対話 起訴されれば 99%超が有罪になる国で  

郷原 信郎／著 小学館 537  

高校数学からはじめるディープラーニング  

初歩からわかる人工知能が働くしくみ 金丸 隆志／著 講談社 548.1  

脱！SNSのトラブル LINE フェイスブック ツイッターやって良いこと悪いこと  

佐藤 佳弘／編著 武蔵野大学出版会 548.3  

教養としてのプログラミング講座 清水 亮／著 中央公論新社 548.5  

エンジョイ！クラフトビール 人生最高の一杯を求めて  

スコット・マーフィー／著 KADOKAWA 588.5  

調理の科学 基礎から実践まで 吉田 勉／監修 学文社 596  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

人も街も動かす！巻き込み力 21 歳の学生が、200 万人を呼び込む「どまつり」

を作り上げた！ 水野 孝一／著 KADOKAWA 601.15  

バーテンダーの流儀 城 アラキ／著 集英社 673.9  
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◆◆◆６００ 産業・交通・通信（つづき）◆◆◆ 

配膳さんという仕事 なぜ京都はもてなし上手なのか  

笠井 一子／著 平凡社 673.9  

売れるコピーライティング単語帖 探しているフレーズが必ず見つかる言葉のアイデア

2000 神田 昌典／著 SBクリエイティブ 674  

図解よくわかるこれからの貿易 高橋 靖治／著 同文舘出版 678.4  

ストーリーで理解する日本一わかりやすい MaaS&CASE  

中村 尚樹／著 プレジデント社 685  

日本の路線図 宮田 珠己／著 三才ブックス 686.21  

きっぷのルールハンドブック 土屋 武之／著 実業之日本社 686.5  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

ストリートの美術 トゥオンブリからバンクシーまで  

大山 エンリコイサム／著 講談社 702.8  

もっと知りたいバウハウス 杣田 佳穂／著 東京美術 707  

伊藤若冲 辻 惟雄／著 筑摩書房 721.4  

透明水彩レシピ ４ 日本透明水彩会／編 日貿出版社 724.4  

鉛筆一本ではじめる人物の描き方 絵心がなくてもスラスラ描ける！  

OCHABI Institute／著 インプレス 724.5  

北澤楽天と岡本一平 日本漫画の二人の祖 竹内 一郎／著 集英社 726.1  

カリグラフィー・ライフスタイル ヴェロニカ・ハリム／著 主婦の友社 727.8  

知っておきたい！手書きの常識 活字から始めるきれいな字 

 平形 精逸／著 東京書籍 728  

植物図鑑図案集 手彫りスタンプで、アレンジをたのしむ 

 HUTTE.／著 日本文芸社 731  

季節の花おりがみ おる きる はる  

マーブルプランニング／著 日本文芸社 754.9  

高雅な折り紙 山口 真／著 ナツメ社 754.9  

刃物たるべく 職人の昭和 土田 昇／著 みすず書房 756.6  

ベートーヴェン 吉田 秀和／著 河出書房新社 762.8/ﾍ 

歌姫(シャリース)の仮面を脱いだ僕(ジェイク)  

ジェイク・ザイラス／著 柘植書房新社 767.8  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

浅利慶太-叛逆と正統-劇団四季をつくった男  

梅津 齊／著 日之出出版 775.1  

三國連太郎、彷徨う魂へ 宇都宮 直子／著 文藝春秋 778.28/ﾐ 

僕が手にいれた発達障害という止まり木 柳家 花緑／著 幻冬舎 779.1  

やってよかった東京五輪 オリンピック熱 1964 山口 文憲／編 新潮社 780.6  

今日から自宅がジムになる宅トレ なりたいカラダは家でつくれる  

坂詰 真二／著 カンゼン 780.7  

プロ野球 vs.オリンピック 幻の東京五輪とベーブ・ルース監督計画  

山際 康之／著 筑摩書房 783.7  

エージシュート記録 1、472回植杉家の暮らしかた ゴルフで健康！  

植杉 乾蔵／著 ゴルフダイジェスト社 783.8  

フィギュアスケート男子ファンブック 2020-2 Quadruple Axel 

 山と溪谷社 784.6  

子どもに水泳を教える 50のコツ これで 25メートル泳げる！ 

 長谷 優／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 785.2  

日本百名山地図帳 2020改訂版 山と溪谷社／編 山と溪谷社 786.1  

いちばんやさしいキャンプ入門 長谷部 雅一／監修 新星出版社 786.3  

もしも茶会の正客に招かれたら。 作法と会話例がわかるイラストガイド  

小澤 宗誠／監修 淡交社 791.7  

菅井竜也のやんちゃ振り飛車 飛車角が乱舞！これぞやんちゃ流！！  

菅井 竜也／著 NHK出版 796  

８００ 語学                                                        

大学 1年生の君が、はじめてレポートを書くまで。  

川崎 昌平／著 ミネルヴァ書房 816.5  

14歳からの読解力教室 生きる力を身につける  

犬塚 美輪／著 笠間書院 817.5  

ゼロからスタートベトナム語 文法編 だれにでもわかる文法と発音の基本ルール 

鷲頭 小弓／著 Jリサーチ出版 829.37  

伝わる短い英語 アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア 

政府公認 浅井 満知子／著 東洋経済新報社 830.7  
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９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

漱石と鉄道 牧村 健一郎／著 朝日新聞出版 910.2/ﾅ 

文豪と借金 泣きつく・途方に暮れる・踏みたおす・開きなおる・貸す六十八景  

「文豪と借金」編集部／編 方丈社 910.26  

暦と暮らす 語り継ぎたい季語と知恵 宇多 喜代子／著 NHK出版 911.3/ｳ 

やすらぎの刻(とき)ー道ー ５ 倉本 聰／著 双葉社 912.7/ｸ 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

輪舞曲(ロンド) 朝井 まかて／著 新潮社 913.6/ｱｻｲ 

修羅の家 我孫子 武丸／著 講談社 913.6/ｱﾋｺ 

迷宮の月 安部 龍太郎／著 新潮社 913.6/ｱﾍ 

赤ちゃんをわが子として育てる方を求む 石井 光太／著 小学館 913.6/ｲｼｲ 

木になった亜沙 今村 夏子／著 文藝春秋 913.6/ｲﾏﾑ 

ピュア 小野 美由紀／著 早川書房 913.6/ｵﾉ 

よこどり 小説メガバンク人事抗争 小野 一起／著 講談社 913.6/ｵﾉ 

本好きの下剋上 ５部[１] 司書になるためには手段を選んでいられません  

香月 美夜／著 TOブックス 913.6/ｶｽｷ 

怖い患者 久坂部 羊／著 集英社 913.6/ｸｻｶ 

食いしん坊発明家 小泉 武夫／著 新潮社 913.6/ｺｲｽ 

焦眉 今野 敏／著 幻冬舎 913.6/ｺﾝﾉ 

秘める恋、守る愛 高見澤 俊彦／著 文藝春秋 913.6/ﾀｶﾐ 

透明な夜の香り 千早 茜／著 集英社 913.6/ﾁﾊﾔ 

暗鬼夜行 月村 了衛／著 毎日新聞出版 913.6/ﾂｷﾑ 

空の声 堂場 瞬一／著 文藝春秋 913.6/ﾄｳﾊ 

逃亡者 中村 文則／著 幻冬舎 913.6/ﾅｶﾑ 

合唱 岬洋介の帰還 中山 七里／著 宝島社 913.6/ﾅｶﾔ 

東京オリンピックの幻想 西村 京太郎／著 文藝春秋 913.6/ﾆｼﾑ 

バスへ誘う男 西村 健／著 実業之日本社 913.6/ﾆｼﾑ 

転生したらスライムだった件 １６ 伏瀬／著 マイクロマガジン社 913.6/ﾌｾ 

魔女たちは眠りを守る 村山 早紀／著 KADOKAWA 913.6/ﾑﾗﾔ 

クロス 山下 紘加／著 河出書房新社 913.6/ﾔﾏｼ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

贖罪 ナチス副総統ルドルフ・ヘスの戦争 吉田 喜重／著 文藝春秋 913.6/ﾖｼﾀ 

芥川賞候補傑作選 戦前・戦中編 鵜飼 哲夫／編 春陽堂書店 913.6 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

鎌倉だから、おいしい。 甘糟 りり子／著 集英社 914.6/ｱﾏｶ 

蝶の唆(おし)え 現代のファーブルが語る自伝エッセイ  

奥本 大三郎／著 小学館 914.6/ｵｸﾓ 

へそまがり 菊池 亜希子／著 宝島社 914.6/ｷｸﾁ 

その世界の猫隅に 斎藤 環／著 青土社 914.6/ｻｲﾄ 

気くばりのすすめ 最終版 鈴木 健二／著 さくら舎 914.6/ｽｽｷ 

死学のすすめ 死はおそれるものではなく学ぶもの  

曽野 綾子／著 ワニブックス 914.6/ｿﾉ 

卒寿の自画像 わが人生の賛歌 中西 進／著 東京書籍 914.6/ﾅｶﾆ 

見えないものとの対話 喪われた時間を呼び戻すための 18章 

 平川 克美／著 大和書房 914.6/ﾋﾗｶ 

こんな、季節の味ばなし 平野 恵理子／著 天夢人 914.6/ﾋﾗﾉ 

心にいつも猫をかかえて 村山 早紀／著 エクスナレッジ 914.6/ﾑﾗﾔ 

お金の減らし方 森 博嗣／著 SBクリエイティブ 914.6/ﾓﾘ 

兄の終い 村井 理子／著 CCCメディアハウス 916/ﾑﾗｲ 

レンタルなんもしない人の“もっと”なんもしなかった話  

レンタルなんもしない人／著 晶文社 916/ﾚﾝﾀ 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

セヘルが見なかった夜明け  

セラハッティン・デミルタシュ／著 早川書房 929.57/ﾃ 

よくわかるイギリス文学史 浦野 郁／編著 ミネルヴァ書房 930.2  

月のケーキ ジョーン・エイキン／著 東京創元社 933/ｴ 

イエスの学校時代 J.M.クッツェー／著 早川書房 933/ｸ 

死の濃霧 延原謙翻訳セレクション コナン・ドイル／ほか著 論創社 933/ﾄ 

よそ者たちの愛 テレツィア・モーラ／著 白水社 943/ﾓ 

人形の家 ヘンリック・イプセン／著 論創社 949.6/ｲ 

未来のアラブ人 ２ リアド・サトゥフ／作 花伝社 954/ｻ 
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Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

咎人の刻印 蒼月 海里／著 小学館 BN/ｱｵ 

酔どれ副将軍徳川萬次郎 ２ 麻倉 一矢／著 コスミック出版 BN/ｱｻ 

武士の流儀 ３ 稲葉 稔／著 文藝春秋 BN/ｲﾅ 

決別 禁裏付雅帳 10上田 秀人／著 徳間書店 BN/ｳｴ 

緋色のメス 完結篇 大鐘 稔彦／著 幻冬舎 BN/ｵｵ 

熱血一刀流 ２ 岡本 さとる／著 角川春樹事務所 BN/ｵｶ 

人とつき合う法 河盛 好蔵／著 新潮社 BN/ｶﾜ 

ループ・ループ・ループ 桐山 徹也／著 宝島社 BN/ｷﾘ 

夢あかり 人情料理わん屋 3 倉阪 鬼一郎／著 実業之日本社 BN/ｸﾗ 

おこん春暦 新・居眠り磐音 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

家康の猛き者たち 三方ケ原合戦録 佐々木 功／著 角川春樹事務所 BN/ｻｻ 

魔法科高校の劣等生 ３１ 佐島 勤／著 KADOKAWA BN/ｻﾄ 

白バイガール ５ 佐藤 青南／著 実業之日本社 BN/ｻﾄ 

ソードアート・オンラインオルタナティブガンゲイル・オンライン １０ 

 時雨沢 恵一／著 KADOKAWA BN/ｼｸ 

紅い砂 The Wall 高嶋 哲夫／著 幻冬舎 BN/ﾀｶ 

果てなき便り 津村 節子／著 文藝春秋 BN/ﾂﾑ 

戦国業師列伝 津本 陽／著 実業之日本社 BN/ﾂﾓ 

剣客旗本春秋譚 ４ 鳥羽 亮／著 実業之日本社 BN/ﾄﾊ 

泣くな研修医 中山 祐次郎／著 幻冬舎 BN/ﾅｶ 

殺人者は西に向かう 西村 京太郎／著 文藝春秋 BN/ﾆｼ 

姉上は麗しの名医 馳月 基矢／著 小学館 BN/ﾊｾ 

本所おけら長屋 １４ 畠山 健二／著 PHP研究所 BN/ﾊﾀ 

嵯峨野花譜 葉室 麟／著 文藝春秋 BN/ﾊﾑ 

私はスカーレット ２ 林 真理子／著 小学館 BN/ﾊﾔ 

最強同心剣之介 ４ 早見 俊／著 コスミック出版 BN/ﾊﾔ 

秘仏探偵の鑑定紀行 深津 十一／著 宝島社 BN/ﾌｶ 

俠(おとこ)飯 ６ 福澤 徹三／著 文藝春秋 BN/ﾌｸ 

暗号通貨クライシス BUG広域警察極秘捜査班 福田 和代／著 新潮社 BN/ﾌｸ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

消えた御世嗣 剣客奉行柳生久通 3 藤 水名子／著 二見書房 BN/ﾌｼ 

小糠雨 新・秋山久蔵御用控 7 藤井 邦夫／著 文藝春秋 BN/ﾌｼ 

評定所留役秘録 ５ 牧 秀彦／著 二見書房 BN/ﾏｷ 

隠蔽 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 

警視庁特殊詐欺追跡班 六道 慧／著 徳間書店 BN/ﾘｸ 

からくり夢殺し ゆめ姫事件帖 9 和田 はつ子／著 角川春樹事務所 BN/ﾜﾀ 

注文の多い料理小説集 柚木 麻子ほか／著 文藝春秋 BN  

ビール職人のレシピと推理 エリー・アレグザンダー／著 東京創元社 B/ｱﾚ 

カメレオンの影 ミネット・ウォルターズ／著 東京創元社 B/ｳｵ 

気象兵器の嵐を打ち払え 上・下 クライブ・カッスラー／著 扶桑社 B/ｶﾂ 

すべては消えゆく マンディアルグ最後の傑作集  

マンディアルグ／著 光文社 B/ﾏﾝ 

弁護士ダニエル・ローリンズ ヴィクター・メソス／著 早川書房 B/ﾒｿ 

最悪の館 ローリー・レーダー＝デイ／著 早川書房 B/ﾚﾀ 

玩具職人クリオ 宇宙英雄ローダン・シリーズ 614  

アルント・エルマー／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

プシオン・ルーレット 宇宙英雄ローダン・シリーズ 615  

エルンスト・ヴルチェク／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

 

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  

暮らしの中に終わりと始まりをつくる 一田 憲子／著 幻冬舎 T0  

自分の機嫌は「家事」でとる 炊事/掃除/洗濯/片づけ/お手入れ家事好き 6 人の心

がけとアイディア 主婦の友社／編 主婦の友社 T0  

タスカジさんが選んだ本当に使える 100均アイテム 100選  

タスカジ／監修 主婦の友社 T0  

フランス式美の流儀 クレマンス・フォン・ミフリング／著 サンマーク出版 T0  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

大人だから、甘い服 香田 あおい／著 文化学園文化出版局 T11  

かぎ針編みの動物ブローチ ちょっとの毛糸ですぐできる  

おおまち まき／著 誠文堂新光社 T13  

手編み大好き！ 2020SPRING&SUMMER 1枚編んだら、やめられない  

実業之日本社 T13  

一目刺しの刺し子のふきん 続 安蒜 綾子／著 主婦と生活社 T15  

2色で編むどうぶつのあみぐるみ くわはら けいこ／著 日東書院本社 T16  

固まるハーバリウムで作るインテリア雑貨とアクセサリー  

花を閉じこめる新しい手作りのカタチ 誠文堂新光社／編 誠文堂新光社 T17  

花柄布を楽しむパッチワークキルトとバッグ  

円座 佳代／著 日本ヴォーグ社 T18  

籐で作るアクセサリーと小物 10種類の飾り結びで作るバングル、ブローチ、バレッタ etc. 

堀川 波／著 誠文堂新光社 T19  

ぬいぐるみぽんぽん 巻いて切って結んでつくる毛糸の動物たち 

 trikotri／著 誠文堂新光社 T19  

オスねこは左利きメスねこは右利き  

猫のヘンなしぐさやナゾの行動の意味がわかる！ 加藤 由子／著 ナツメ社 T3  

チンチラ、飼いはじめました！ マンガでわかるもふもふ小動物たちの飼育書  

鈴木 理恵／著 誠文堂新光社 T3  

北欧料理大全 家庭料理、伝統料理の調理技術から食材、食文化まで。本場のレシピ 101  

カトリーネ・クリンケン／著 誠文堂新光社 T41  

山の家のイタリアン 相場 正一郎／著 mille books T41  

渡辺有子の家庭料理 季節ごとの覚え書きとレシピ  

渡辺 有子／著 主婦と生活社 T41  

一生おいしいお弁当 MAYA／著 コサエルワーク T42  

魚焼きグリルで朝ラク弁当 一度に作れる！かんたん！おいしい！  

武蔵 裕子／著 PHPエディターズ・グループ T42  

ワンハンドランチ 片手で食べられるお昼ごはん 両角 舞／著 大泉書店 T42  

  

 

 



18 

 

◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

arikoのパン 朝ごはんからおつまみまで。自由に、おいしく 

 ariko／著 主婦の友社 T45  

家庭用オーブンで誰でも作れる日本一やさしい本格パン作りの教科書  

松尾 美香／著 秀和システム T45 

ゆる薬膳。365日 1日 1つで今より良くなる  

池田 陽子／著 JTBパブリッシング T49  

小さくても「暮らしやすい家」ベスト 58 主婦の友社／編 主婦の友社 T5  

直しながら住む家 小川 奈緒／著 パイインターナショナル T5  

切り花を 2週間長もちさせるはじめての花との暮らし  

選び方から飾り方まで 谷川 文江／著 家の光協会 T6  

育ちすぎたタケノコでメンマを作ってみた。 実はよく知らない植物を育てる・採

る・食べる 玉置 標本／著 家の光協会 T6  

はじめての多肉植物栽培 HOW TO GROW FOR 12 MONTHS  

松山 美紗／著 パイインターナショナル T6  

はじめての野菜づくり図鑑 110種 育て方のコツと楽しみ方がわかる！  

北条 雅章／著 新星出版社 T6  

「赤ちゃんってどうやってできるの？」にきちんと答える親になる！ 

学校もママ友も教えてくれない明るく楽しい性教育  

のじま なみ／監修 日本図書センター T9  

いま、子どもに伝えたい性の Q&A 赤ちゃんってどうやってできるの？  

アクロストン／著 主婦の友社 T9  

「過干渉」をやめたら子どもは伸びる 西郷 孝彦／著 小学館 T9  

 

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

条解行政不服審査法 小早川 光郎／編著 弘文堂 SF0  

自治体の公共施設マネジメント担当になったら読む本  

現場で使える基本と実務がまるわかり！ 志村 高史／著 学陽書房 SF1  
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Ｒ 調べものに役立つ本                                                

読書世論調査 2020年版 毎日新聞東京本社 R019.3  

BOOK PAGE 43831・43862 本の年鑑  

日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ R025.1  

世界史年表・地図 亀井 高孝／編 吉川弘文館 R203.2  

日本史年表・地図 児玉 幸多／編 吉川弘文館 R210.3  

海外進出企業総覧 2020国別編 東洋経済新報社 R335.4  

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- 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 6 月 7 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 

4 日 

 

18 日  

2 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 

5 日 

 

19 日  

3 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） 

10 日 

24 日 

8 日 

22 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

11 日   

 

25 日 

9 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 

10 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 6月・7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。  
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