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２０２０年 11月 №255 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

１１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、平日と土曜日の午前８時３０分～午後５時１５分 

★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。 
 

 

 

 

  

中央・高幡・日野 

多摩平・平山・百草（月曜日） 
2日・9日・16日・30日 

市政図書室（日曜日・祝日） 1日･3日･8日･15日･22日･23日･29日 

 

今月のひろば 

P.2 読書調査報告（４）…連載中です  

P.6 おはなし会のお知らせ 

P.8 図書館集会室抽選会のお知らせ 

P.8 お困りのときは図書館員へ 

P.9 図書館に入った新しい本   

P.23 図書館員の本箱  

P.24 移動図書館ひまわり号巡回日程 

 

祝日 11/3（火）・11/23（月）
は開館します！ 

（市政図書室は除く） 
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  6月 13日～30日、各図書館および図書館ホームページにて読書調査を行い、皆様に

とっての「本や読書」または「図書館」への思いをお聞かせいただきました。 

寄せられた回答（約 2,600件）の集計作業をすすめています。 これまでに、図書館ホー

ムページ、移動図書館ひまわり号、中央図書館、多摩平図書館に寄せられた回答より一部

を紹介させていただきました。今回は、高幡図書館に寄せられた回答より一部を紹介させ

ていただきます。  

 高幡図書館回答より  

■としょかんにはよんだことない本がいっぱいあるから大すきです。（小学１年生） 

■ひまなときに読めば時間つぶしになるし、悲しい時に読めば元気づけてくれる。うれしい

時に読めば別の世界につれていってくれる、友達のようなそんざい。（小学４年生） 

■図書館は様々な本との出会いの場。「図書館に住みたい！」と思ったことがあるほど私に

とっては大切な場所。本は色々な世界を見せてくれて、新たな感情が芽生える。本の世界

観に引き込まれると帰ってこれなくなる（笑）本によって感情のゆさぶられ方が違って、とっ

ても刺激的。知識も増えるし、時間を忘れるくらい没頭できて楽しい！夢中になって読める

時間がとっても幸せ（＊´∀｀＊）図書館の皆様、これからも、よろしくお願いします！（小学

６年生） 

■本は人生です！（笑）コロナのせいで図書館がやっていない間は結構辛かったです…。

ぶじかいかんできるようになってほっとしました。本が読めない禁断症状が出て大変でした

ので（笑笑）いつも図書館に行くとあいさつしてくれたり、学校の様子を聞いてくれたりとお

話しできるのがとても楽しみです。いつもありがとうございます。図書館の居心地がよすぎて、

入り浸りになりそうな気がする（笑）高幡図書館大好きです。これからもよろしくおねがいしま

す!（高校１年生） 

■図書館は私の大好きな場所です。人生を変える本に出会わせてくれてありがとうござい

ます。（高校１年生）   

■誰かの人生の教訓や誰かの成功や失敗が凝縮されたもの、読まない理由はない。（10

代） 

 

 

 

読書調査報告（２）…しばらく連載します 読書調査報告（４）…連載中です 
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■毎日の読み聞かせのため絵本を読んでいます。おすすめの本を紹介頂く冊子や、展示

など助かっています。（20代） 

■イラッとしたときにすぐに心をやわらげてくれて自分が前から読みたかった本があったりす

るから楽しく読めるのがいい。（20代） 

 

■子供を産んでから山登りもカラオケも友達と会うのもなかなか出来なくなり、唯一読書だ

け子供が寝たあとの楽しみになりました。シリーズで読んでいた本、あと一冊という所でコロ

ナで閉館、好きな本をいつでも借りられていた図書館の存在の大きさをすごく感じました。

本当にいつもありがとうございます。再び開館し、絵本が借りられると知ったとき、２才の息

子は本当にとびあがって「やったー！やったーっ!!」とうれしそうに踊っていたのも忘れられ

ません。職員の皆様の安全を第一に、本を借りられる毎日が続くことを願っています。（30

代） 

■読書は別世界へ誘ってくれたり、ノスタルジーを呼び起こしてくれ、結果心を落ち着かせ

てくれる。高幡図書館は小さなころから変わらず、ほっとできる場所です。 （30代） 

 

■今回のコロナ禍で、完全にテレワークとなり、１人暮らしの自宅で時間を過ごすことになり

ました。パソコンでの仕事で誰かと話すこともないので（WEB 会議以外は）、だんだん刺激

が足りなくなってきました。そこで、「近所にせっかく図書館があるんだから本を借りよう！」と

思い、料理の本や家庭菜園の本、スパイスハーブの本など借りて、日常生活が楽しくなるよ

う、今までやったことのない料理を作ったり、園芸をしたり、日常にうるおいができるよう趣味

を増やしました。とても有難く、わくわくしました。（臨時休館の直前直後です） 

本がいいのはスマホやパソコンのように長時間観ていても目が痛くならないし、写真に迫力

があり、デザイン含め本のつくりを見ているだけでも楽しいです。編集者や著者が企画を練

ってつくっているのでネットの記事より一つのテーマをいろんな角度でまとまって読め、情

報に信頼性もあります。また、日野市のほかの図書館から取り寄せもできてしかも早く、さら

に学術的な本も意外にけっこうあって仕事関係でもかなり助けられました。今回をきっかけ

に図書館のヘビーユーザーになりました。日野市の図書館大好きです。取り寄せも早くてと

ても便利です。（40代） 

■思いもかけぬ「休暇」によりこれまで以上に本を読むことができました。本から得る知識は

幅広く、１冊読むと更に知識を深めたくなり何冊もの本へとつながります。図書館の蔵書が

たくさんで知識欲、読書欲を満たしてくれるとても有難い存在です。（40代） 
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■若い頃本を読まなかったので、死ぬまでに一つでも多くの作品を読みたいと思う。（50 代） 

■向上心をみたしてくれる。直面した課題、トラブル、悩みを解決するヒントをくれる。本を自

由に読める環境を与えてくれる図書館は人生の最良の友。（50代） 

■本屋さんで気に入った本は購入しますが、ちょっと読んでみたいなぁと思う本は図書館で

借ります。今、いろいろなジャンルの本を借りることができ、とても楽しいし嬉しいです。図書

館は大切な空間です。特に高幡図書館は絵本コーナーも広く席も広々としていて良いなぁ

と感じます。（50代） 

 

■図書館があいてなく、本当に困った。知りたいことが調べられず読みたい本を読めず、予

約できず、おおげさだがちっ息しそうな感じだった。空気のようにあたりまえに図書館の存

在があったから。本当に「知の宝庫」図書館をこれからもたいせつにしていきたい。図書館

には人と本を結ぶ司書がたくさんいてだれもがいつでも、読みたい本を読めて（借りられて）

お年寄りも小さな子どももかよってこられる範囲に（近くに）図書館がある。一人ひとりが自由

に読みたい本を読み、借りられ、返却でき、調べものができ、検索ができるよう、一人ひとり

のプライバシーが守られている図書館。以上が私の理想の図書館です。（60代） 

■絶対に必要なものです。新刊だけでなく、かなり古い本も在庫してくれている図書館のあ

りがたさが、今回のコロナ禍で身にしみました。ステキな高幡図書館の近所に住めてしあわ

せです！（60代） 

■本は心の友（達）。本からいろいろなことを教えてもらいます。音楽のように、心のやすら

ぎ、心をいやしてくれるものです。学ぶより楽しむ。心の栄養になります。図書館は本を通し

ていろいろな人を知ることができます。死んだのに、会える不思議な場所です。歴史上の人

物に出会える楽しみと、今の時代にも生きる、活きる知恵があります。羅針盤になります。宮

本武蔵が本によって変わったように、誰でも同じ様に変われると信じています。人生におい

て本は音楽の様になくてはならない大切なものです。コロナで、図書館の中で読む事がで

きないのは残念でなりません。無料で時を過ごすことができる大切な場所です。私はプータ

ロウの時、時間を過ごすためには無料で長くいられる（雨風をしのげる）最高の休憩場所で

あり、憩いの場所です。ありがとうございました。（60代） 
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■考えると日野市に引越した一番の理由は図書館がある事と思う。（ひまわり図書館がらく）

（70才以上） 

■他の図書館が早々と閉館する中、日野市立図書館はギリギリまで、ネットでの予約受付

及び臨時窓口での貸出を行っており、さすが「ひまわり号」発祥の地と、すごいなぁーと感

動していました。利用者への利便を優先してくれ、感謝感謝です。あるのがあたりまえにな

っていた図書館が休館となって以降、たくさん借りていたにもかかわらず、どんどん読む本

がなくなっていって、今までどれだけ図書館をたよっていたかを感じさせられました。おこも

りの様な状況の中で、心の安定を保ち、豊かでいられたのも読書のおかげです。図書館の

存在の大きさを改めて感じたこの期間でした。 （70才以上） 

■YouTube にはまってしまい（ステイホーム中）本を読まなくなってしまった。久しぶりに図

書館に行ってなつかしく感じました!!（70才以上） 

■高齢の為蔵書を処分している中購読したい本を購入し書籍を増やすことはできるだけ避

けたく存じ、折にふれて利用させて頂いております。フランス語の原書、音楽関係のコピー

etc、etc、他市の図書館ばかりでなく国会図書館からまでも取り寄せて頂きましたり、細やか

なお心づかいと本を愛する市民のためのご尽力を惜しまないスタッフの方々の心温かいお

気もちに折にふれて接し、いつも深く感謝申し上げます。（70才以上） 

■独りっ子だったためもあり小さい時から本が大好きでした。読んでいるうちに作文も上手く

なりエッセイや少女小説なども書いたりするようになりました。大人になってからも読書は大

好きです。気に入った本に出会うとその作者のものを全部読みます。 （70才以上） 

■子供時代学生時代主婦になっても本は読み続けていた。よく母親に、主婦が本好きな家

庭は子育て・家事がおろそかになると云われていましたが、無事子育て・家事も出来たよう

です。（70才以上） 
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館名 日付 時間 対象・参加可能人数 

中央図書館 11 月 11 日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 先着 5 組 

11 月 26 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 先着 5 組 

高幡図書館 11 月 4 日(水) 15:00～15:15 0～2 歳 先着 5 組 

15:30～15:45 3～6 歳 先着 5 組 

日野図書館 11 月 18 日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 先着 4 組 

多摩平図書館 11 月 12 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 先着 5 組 

11 月 25 日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 先着 5 組 

百草図書館 11 月 18 日(水) 15:00～15:15 0～2 歳 先着 4 組 

15:30～15:45 3～6 歳 先着 4 組 

平山図書館 11 月 19 日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 先着 3 組 

 

おはなし会の予定は、図書館 HP の「子どもと本 »おはなし会」でもご確認いた

だけます。 

URL：https://www.lib.city.hino.lg.jp/forkids/ohanasikai 

/index.html 
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図書館集会室の抽選会のお知らせ 
 

利用期間：令和 3 年度前期（令和 3 年４月～令和 3 年 9 月） 

抽選日 ：令和２年１１月３０日（月）１０：3０～ 

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） 

申込み ：１１月１日（日）～１１月２６日（木） 

     各図書館窓口（中央図書館・高幡図書館・百草図書館）へ 

     持参・郵送・FAX で申込。 

※郵送の場合は 11 月 26 日（木）必着。 

連絡先 ：中央 ☎ 586-0584  FAX : 586-0579 

高幡 ☎ 591-7322  FAX : 594-2655 

百草 ☎ 594-4646  FAX : 594-4647 

※お問い合わせは各図書館にお願いいたします。 

 

 

 

 

お困りのときは図書館員へ 

 

探している本が見つからないとき、高いところに本があって取り出しにくい

ときなど、お困りのとき、お気軽に図書館員までお声かけください。耳がご不自

由で図書館員の言葉が聞き取りにくいときには、お申し出いただけましたら筆

談を致します。 

 病気や高齢で図書館への来館が不自由な方、活字を読むことが不自由な方に

も図書館をご利用いただけるサービスもあります。詳しくは図書館員にお尋ね

ください。 
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  図書館に入った 新 し い 本 
8月 28日から 9月 24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                                       

戦国の図書館 新藤 透／著 東京堂出版 010.21 

ROCK司書の図書館ライブ 大林 正智／著 郵研社 010.4/ｵ 

中古典のすすめ 斎藤 美奈子／著 紀伊國屋書店 019 

本と体 高山 なおみ／著 KTC中央出版 019 

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

生きるということ エーリッヒ・フロム／著 紀伊國屋書店 113 

生きる勇気 なにが人生を決めるのか  

アルフレッド・アドラー／著 興陽館 140 

よくわかる思考実験 高坂 庵行／著 イースト・プレス 141.5 

繊細な人が快適に暮らすための習慣 医者が教える HSP対策 

 西脇 俊二／著 KADOKAWA 141.9 

女と男はすれ違う！ 共感重視の「女性脳」×評価したがる「男性脳」  

黒川 伊保子／著 ポプラ社 143.1 

愛するということ エーリッヒ・フロム／著 紀伊國屋書店 145.9 

海の怪 鈴木 光司／著 集英社 147 

一人暮らしパラダイス 弘兼流熟年世代の「第二の人生」  

弘兼 憲史／著 大和書房 159 

双葉山の邪宗門 「璽光尊事件」と昭和の角聖 加藤 康男／著 草思社 169.1 

御朱印でめぐる高野山  

『地球の歩き方』編集室／著 ダイヤモンド・ビッグ社 185.9 

世界で一番美しいマンダラ図鑑 正木 晃／著 エクスナレッジ 186.8 

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

「宗教」で読み解く世界史 教養として知っておきたい  

宇山 卓栄／著 日本実業出版社 209 
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理 （つづき）◆◆◆ 

一冊でわかるイラストでわかる図解日本史 先史－現代一気に読める 110テーマ 

成美堂出版編集部／編 成美堂出版 210 

日本史サイエンス 蒙古襲来、秀吉の大返し、戦艦大和の謎に迫る  

播田 安弘／著 講談社 210.4/ﾊ 

戦国の忍び 平山 優／著 KADOKAWA 214.7 

女たちの本能寺 楠戸 義昭／著 祥伝社 214.8 

明治維新の意味 北岡 伸一／著 新潮社 216.1 

シルクロード世界史 森安 孝夫／著 講談社 220 

ヨーロッパ古代「ケルト」の残照 武部 好伸／著 彩流社 230.3 

旧ドイツ領全史 「国民史」において分断されてきた「境界地域」を読み解く  

衣笠 太朗／著 パブリブ 234 

坂柿一統記<抄> 花祭の里・村医者が子に語る仁の道  

菅沼 昌平／著 風媒社 281/ｽ 

伊達政宗の素顔 筆まめ戦国大名の生涯 佐藤 憲一／著 吉川弘文館 281/ﾀ 

李登輝 いま本当に伝えたいこと 早川 友久／著 ビジネス社 289.8/ﾘ 

地名の世界地図 21世紀研究会／編 文藝春秋 290.3 

僕が旅人になった日 TABIPPO／編 ライツ社 290.9 

バイクで行く廃駅・廃線めぐり 栗栖 国安／著 天夢人 291 

地図で読み解く JR中央線沿線 栗原 景／文 三才ブックス 291.36 

横浜 鈴木 晶／著 梨の木舎 291.37 

地図でスッと頭に入るアメリカ 50州 デイビッド・セイン／監修 昭文社 295.3 

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

ビリオネア・インド 大富豪が支配する社会の光と影  

ジェイムズ・クラブツリー／著 白水社 302.25 

地図で見るイスラエルハンドブック フレデリック・アンセル／著 原書房 302.28 

コロナ後の世界 いま、この地点から考える 筑摩書房編集部／編 筑摩書房 304 

日本語を、取り戻す。 小田嶋 隆／著 亜紀書房 304/ｵ 

リベラルの敵はリベラルにあり 倉持 麟太郎／著 筑摩書房 309.1 

赤旗スクープは、こうして生まれた！ 「桜を見る会」疑惑  

しんぶん赤旗日曜版編集部／著 新日本出版社 312.1 

中東政治入門 末近 浩太／著 筑摩書房 312.26 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

世界で最も危険な男 「トランプ家の暗部」を姪が告発  

メアリー・トランプ／著 小学館 312.53 

職業政治家小沢一郎 佐藤 章／著 朝日新聞出版 312.8/ｵ 

地政学世界地図 超約国際問題 33の論点  

バティスト・コルナバス／著 東京書籍 312.9 

マインドハッキング  あなたの感情を支配し行動を操るソーシャルメディア  

クリストファー・ワイリー／著 新潮社 314.95 

黄禍論 百年の系譜 廣部 泉／著 講談社 316.8 

官製ワーキングプアの女性たち   あなたを支える人たちのリアル 

 竹信 三恵子／編 岩波書店 318.3 

令和・アフターコロナの自治会・町内会運営ガイドブック  

こうして地域のリスクに備える！ 水津 陽子／著 実業之日本社 318.8 

反日種族主義との闘争 李 栄薫／編著 文藝春秋 319.1 

沖縄・基地白書 米軍と隣り合う日々  

沖縄タイムス社「沖縄・基地白書」取材班／編著 高文研 319.8 

明治憲法史 坂野 潤治／著 筑摩書房 323.1 

隣り近所の法律知識 2020 6 版 相隣関係、生活環境、近所づきあいの紛争に 

自由国民社 324 

わかりやすい賃貸住宅 見る+読む＝わかる 吉田 杉明／著 自由国民社 324.8 

「意思決定」の科学 なぜ、それを選ぶのか 川越 敏司／著 講談社 331.1 

人新世の「資本論」 斎藤 幸平／著 集英社 331.6 

ルポ新大久保 移民最前線都市を歩く 室橋 裕和／著 辰巳出版 334.41 

反省記 ビル・ゲイツとともに成功をつかんだ僕が、ビジネスの“地獄”で学んだこと 

西 和彦／著 ダイヤモンド社 335 

未来をつくる道具わたしたちの SDGs 川廷 昌弘／著 ナツメ社 335.1 

最新会社の倒産しくみと手続き 図解で早わかり 森 公任／監修 三修社 335.4 

最新 SDGsの手法とツールがよーくわかる本  

サステナブルなビジネスをするために 天沼 伸恵／編著 秀和システム 336 

超基本テレワークマナーの教科書 西出 ひろ子／著 あさ出版 336.4 

なんでも図解 絵心ゼロでもできる！爆速アウトプット術  

日高 由美子／著 ダイヤモンド社 336.5 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

決算書の読み方見るだけノート あの企業の儲ける力がゼロからわかる！  

小宮 一慶／監修 宝島社 336.9 

やさしく日本の金融史 落合 功／著 学文社 338.21 

消える地銀 生き残る地銀 野崎 浩成／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 338.6 

全 47都道府県幸福度ランキング 2020年版  

寺島 実郎／監修 東洋経済新報社 351 

社会を知るためには 筒井 淳也／著 筑摩書房 361 

ブループリント 上・下 「よい未来」を築くための進化論と人類史 

 ニコラス・クリスタキス／著 ニューズピックス 361.3 

おしゃべりと噓 「かたり」をめぐる文化論 樋口 桂子／著 青土社 361.4 

メディアが動かすアメリカ 民主政治とジャーナリズム  

渡辺 将人／著 筑摩書房 361.5 

1時間でわかる iDeCo 50代から始める安心投資  

野原 亮／著 技術評論社 364.6 

すぐに役立つ暮らしのセーフティネット！失業等給付・職業訓練・生活保護・給

付金のしくみと手続き 森島 大吾／監修 三修社 364.7 

働き方改革の世界史 濱口 桂一郎／著 筑摩書房 366.5 

夫の LINEはなぜ不愉快なのか 山脇 由貴子／著 文藝春秋 367.3 

これだけは知っておきたい介護施設の最強見極め 5ステップ  

はじめての介護施設選び 須永 圭一／著 産業能率大学出版部 367.9 

ルポ車上生活 駐車場の片隅で NHKスペシャル取材班／著 宝島社 368.2 

人に寄り添う防災 片田 敏孝／著 集英社 369.3 

子どもの心の声を聴く 子どもアドボカシー入門 堀 正嗣／著 岩波書店 369.4 

将来の夢なんか、いま叶えろ。 堀江式・実践型教育革命  

堀江 貴文／著 実務教育出版 370.4/ﾎ 

韓国の若者 なぜ彼らは就職・結婚・出産を諦めるのか  

安 宿緑／著 中央公論新社 371.4 

全国学力テストはなぜ失敗したのか 学力調査を科学する  

川口 俊明／著 岩波書店 375.1 

「社会人教授」の大学論 宮武 久佳／著 青土社 377.21 

東大なんか入らなきゃよかった 誰も教えてくれなかった不都合な話 

 池田 渓／著 飛鳥新社 377.9 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

家庭で育てる発達が気になる子の実行機能  

鴨下 賢一／編著 中央法規出版 378 

おいしい昆虫記 佐伯 真二郎／著 ナツメ社 383.8 

あのころ、うちのテレビは白黒だった 昭和の時代のふつうの暮らし  

平野 恵理子／著 海竜社 383.9 

疫病退散 日本の護符ベスト 10 島田 裕巳／著 サイゾー 387 

琉球奇譚 マブイグミの呪文 小原 猛／著 竹書房 388.19 

中野京子の西洋奇譚 中野 京子／著 中央公論新社 388.3 

統合幕僚長 我がリーダーの心得 河野 克俊／著 ワック 392.1 

ロンメル将軍 副官が見た「砂漠の狐」  

ハインツ・ヴェルナー・シュミット／著 KADOKAWA 392.8/ﾛ 

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

工学博士が教える高校数学の「使い方」教室  

木野 仁／著 ダイヤモンド社 410 

「第二の不可能」を追え！ 理論物理学者、ありえない物質を求めてカムチャツカへ  

ポール・J.スタインハート／著 みすず書房 420.4/ｽ 

最強に面白い！！時間 ニュートンプレス 421 

ブロックで学ぶ素粒子の世界 原子よりも小さな粒子の物理学をレゴで説明する 

ベン・スティル／著 白揚社 429.6 

図解身近にあふれる「天文・宇宙」が 3時間でわかる本  

思わずだれかに話したくなる 塚田 健／著 明日香出版社 440 

宇宙飛行士、「ホーキング博士の宇宙」を旅する  

若田 光一／著 日本実業出版社 440.4/ﾜ 

ゼロからわかる宇宙論 最新科学が描きだす 138億歳の宇宙 

 ニュートンプレス 443.9 

学名で楽しむ恐竜・古生物 土屋 健／著 イースト・プレス 457 

これからの時代を生き抜くための生物学入門 五箇 公一／著 辰巳出版 460 

人間この未知なるもの アレキシス・カレル／著 三笠書房 469 

藻類 生命進化と地球環境を支えてきた奇妙な生き物  

ルース・カッシンガー／著 築地書館 474 

美しき小さな虫たちの図鑑 原 有正／写真・文 山と溪谷社 486 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

人はなぜ憎しみあうのか 上・下 「群れ」の生物学  

マーク・W.モフェット／著 早川書房 489.9 

看取りのプロに学ぶ幸せな逝き方 佐藤 陽／著 朝日新聞出版 490.1 

死別後シンドローム 大切な人を亡くしたあとの心と体の病い 

 清水 加奈子／著 時事通信出版局 490.14 

人体大図鑑 坂井 建雄／監修 ニュートンプレス 491.1 

よくわかる最新抗菌薬の基本と仕組み 「はじめて」でもよくわかる抗菌薬入門 

深井 良祐／著 秀和システム 492.31 

1日1分押すだけ！医師が考案したくすりツボ 高橋 徳／著 かんき出版 492.7 

シン・サラリーマンの心療内科 心が折れた人はどう立ち直るか 

 遠山 高史／著 プレジデント社 493.09 

大学生活、大丈夫？ 家族が読む、大学生のメンタルヘルス 

講座 梶谷 康介／著 九州大学出版会 493.7 

感染症の日本史 磯田 道史／著 文藝春秋 493.8 

がんを生きる緩和ケア医が答える命の質問 58 大橋 洋平／著 双葉社 494.5 

「閉経」のホントがわかる本 更年期の体と心がラクになる！ 

 対馬 ルリ子／著 集英社 495.13 

誰にも訪れる耳の不調・難聴を乗り越える本 杉浦 彩子／著 さくら舎 496.6 

「生きるに値しない命」とは誰のことか ナチス安楽死思想の原典らの考察  

カール・ビンディング／著 中央公論新社 498.2 

ブレインメンタル強化大全 樺沢 紫苑／著 サンクチュアリ出版 498.3 

コロナと生きる 内田 樹／著 朝日新聞出版 498.6 

誰が命を救うのか 原発事故と闘った医師たちの記録  

鍋島 塑峰／著 論創社 498.89 

暮らしに役立つはじめてのハーブ手帖 すずき ちえこ／著 メディアパル 499.87 

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

メガ・リスク時代の「日本再生」戦略 「分散革命ニューディール」という希望  

飯田 哲也／著 筑摩書房 501.6 

地下世界をめぐる冒険 闇に隠された人類史 ウィル・ハント／著 亜紀書房 510 

日本の堤防は、なぜ決壊してしまうのか？ 

水害から命を守る民主主義へ 西島 和／著 現代書館 517.5 

江戸・東京水道史 堀越 正雄／著 講談社 518.1 



15 

 

◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 

やっぱり、このゴミは収集できません ゴミ清掃員がやばい現場で考えたこと 

滝沢 秀一／著 白夜書房 518.5 

ゼロからはじめる建築の<歴史>入門 原口 秀昭／著 彰国社 520.2 

全国御城印大図鑑 攻城団／著 宝島社 521.8 

すごいエスカレーター 田村 美葉／著 エクスナレッジ 528.5 

必携「からくり設計」メカニズム定石集 Part２  

熊谷 英樹／著 日刊工業新聞社 531.3 

現場で役立つフライス盤の基本と実技 石田 正治／著 秀和システム 532.4 

仏具とノーベル賞京都・島津製作所創業伝  

鵜飼 秀徳／著 朝日新聞出版 535 

ディーゼルエンジンの徹底研究 鈴木 孝幸／編 グランプリ出版 537.2 

マイオーディオライフ 2020 拝見！とっておきのリスニングルーム  

山本 耕司／著 シーディージャーナル 547.3 

SNS暴力 なぜ人は匿名の刃をふるうのか  

毎日新聞取材班／著 毎日新聞出版 548.3 

よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み  

シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰 佐藤 淳一／著 秀和システム 549.8 

Hello！！Work 僕らの仕事のつくりかた、つづきかた。  

皆川 明／語り手 リトルモア 589.2 

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

図解でよくわかる土壌診断のきほん 

 土の成り立ちから、診断の進め方、診断に基づく施肥事例まで 

 日本土壌協会／監修 誠文堂新光社 613.5 

喫茶の一族 京都・六曜社三代記 京阪神エルマガジン社 673.9 

割安成長株で２億円 10万円から始める！  

弐億 貯男／著 ダイヤモンド社 676.3 

日本の観光 昭和初期観光パンフレットに見る 谷沢 明／著 八坂書房 688.21 

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

よみがえるレオナルド・ダ・ヴィンチ 作品復元プロジェクト  

東京造形大学ダ・ヴィンチ・プロジェクト／編著 東京美術 702.8/ﾚ 

悔しみノート 梨うまい／著 祥伝社 704/ﾅ 
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

大仏師運慶 工房と発願主そして「写実」とは 塩澤 寛樹／著 講談社 712.1 

ニッポンの浮世絵 浮世絵に描かれた「日本のイメージ」  

日野原 健司／著 小学館 721.8 

横山大観の全貌 足立美術館コレクション選 足立美術館／監修 平凡社 721.9/ﾖ 

レオナルド・ダ・ヴィンチを探して ジョルジョ・ヴァザーリ／著 東京書籍 723.8/ﾚ 

丑を描く 水墨画年賀状 水墨画塾編集部／編 誠文堂新光社 724.1 

萩尾望都紡ぎつづけるマンガの世界 女子美での講義より  

萩尾 望都／著 ビジネス社 726.1 

だれも知らないレオ・レオーニ 森泉 文美／著 玄光社 726.5 

映えるデザイン どこで、誰に、何を見せる？ ARENSKI／編著 日貿出版社 727 

にっぽんの美しい民藝 萩原 健太郎／著 エクスナレッジ 750.21 

季節のおりがみつり下げ飾り スウィング・リースとおしゃれタペストリー  

いまい みさ／著 講談社 754.9 

テノウチ、ムネノウチ 刀鍛冶として生きること 川崎 晶平／著 双葉社 756.6 

ぼくの好きな音楽。 マガジンハウス 760.4 

MITマサチューセッツ工科大学音楽の授業  

世界最高峰の「創造する力」の伸ばし方 菅野 恵理子／著 あさ出版 760.7 

モーツァルト 岡田 暁生／著 筑摩書房 762.8/ﾓ 

文楽ナビ 渡辺 保／著 マガジンハウス 777.1 

映画演出・個人的研究課題 石井 裕也／著 朝日新聞出版 778.28/ｲ 

人生は七転び八起き 内海 桂子／著 飛鳥新社 779.1 

ゴルフスイング物理学 7つの上達ドリル 

 24歳でゴルフを始めたスポーツトレーナーが考案したプロも注目する新しい理論&上達法 

 小澤 康祐／著 実業之日本社 783.8 

焚き火の本 猪野 正哉／著 山と溪谷社 786 

薮岩魂 続 打田 鍈一／著 山と溪谷社 786.1 

ひとりぶんのキャンプごはん 緑川 真吾／著 大泉書店 786.3 

色と形で見わけ海・川・湖沼で楽しむ釣魚図鑑 豊田 直之／著 ナツメ社 787.1 

囲碁・良い打ち方と悪い打ち方 この手は何点？  

鶴山 淳志／著 マイナビ出版 795 

ぼくをつくった 50のゲームたち 川島 明／著 文藝春秋 798 
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８００ 語学                                                        

日本語を教えよう！ 2021 イカロス出版 810.7 

はじめての接客英会話 デイビッド・セイン／著 成美堂出版 837.8 

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

引き裂かれた世界の文学案内 境界から響く声たち  

都甲 幸治／著 大修館書店 902.3 

三島由紀夫事件 50年目の証言 警察と自衛隊は何を知っていたか  

西 法太郎／著 新潮社 910.2/ﾐ 

金田一耕助語辞典  

名探偵にまつわる言葉をイラストと豆知識で頭をかきかき読み解く 

 木魚庵／文 誠文堂新光社 910.2/ﾖ 

シークレット 綾辻行人ミステリ対談集 in京都 綾辻 行人／著 光文社 910.26 

シルバー川柳 10 全国有料老人ホーム協会／編 ポプラ社 911.4 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

えにし屋春秋 あさの あつこ／著 角川春樹事務所 913.6/ｱｻﾉ 

楽園の烏 阿部 智里／著 文藝春秋 913.6/ｱﾍ 

向日葵を手折る 彩坂 美月／著 実業之日本社 913.6/ｱﾔｻ 

半沢直樹 アルルカンと道化師 池井戸 潤／著 講談社 913.6/ｲｹｲ 

海神の島 池上 永一／著 中央公論新社 913.6/ｲｹｶ 

獣たちのコロシアム 石田 衣良／著 文藝春秋 913.6/ｲｼﾀ 

ムシカ 鎮虫譜 井上 真偽／著 実業之日本社 913.6/ｲﾉｳ 

推し、燃ゆ 宇佐見 りん／著 河出書房新社 913.6/ｳｻﾐ 

モテ薬 旺季 志ずか／著 小学館 913.6/ｵｳｷ 

鏡影劇場 逢坂 剛／著 新潮社 913.6/ｵｳｻ 

猫弁と星の王子 大山 淳子／著 講談社 913.6/ｵｵﾔ 

ワトソン力 大山 誠一郎／著 光文社 913.6/ｵｵﾔ 

恐ろしくきれいな爆弾 越智 月子／著 小学館 913.6/ｵﾁ 

銀閣の人 門井 慶喜／著 KADOKAWA 913.6/ｶﾄｲ 

本好きの下剋上 ５部 ３ 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 

fishy 金原 ひとみ／著 朝日新聞出版 913.6/ｶﾈﾊ 

あの夏が飽和する。 カンザキ イオリ／著 河出書房新社 913.6/ｶﾝｻ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

我々は、みな孤独である 貴志 祐介／著 角川春樹事務所 913.6/ｷｼ 

ベランダの秘密基地 しゃべる猫と、家族のカタチ  

木村 色吹／著 KADOKAWA 913.6/ｷﾑﾗ 

私は女になりたい 窪 美澄／著 講談社 913.6/ｸﾎ 

私の中にいる 黒澤 いづみ／著 講談社 913.6/ｸﾛｻ 

かきがら 小池 昌代／著 幻戯書房 913.6/ｺｲｹ 

帝都争乱 サーベル警視庁 ２ 今野 敏／著 角川春樹事務所 913.6/ｺﾝﾉ 

心淋し川 西條 奈加／著 集英社 913.6/ｻｲｼ 

不確かな血 今の日本人が最も知るべき中国との物語。  

佐藤 昇／著 文景坊出版 913.6/ｻﾄｳ 

同姓同名 下村 敦史／著 幻冬舎 913.6/ｼﾓﾑ 

黒魔王 高木 彬光／著 論創社 913.6/ﾀｶｷ 

あなたのご希望の条件は 瀧羽 麻子／著 祥伝社 913.6/ﾀｷﾜ 

震雷の人 千葉 ともこ／著 文藝春秋 913.6/ﾁﾊ 

真夜中のたずねびと 恒川 光太郎／著 新潮社 913.6/ﾂﾈｶ 

彼女が天使でなくなる日 寺地 はるな／著 角川春樹事務所 913.6/ﾃﾗﾁ 

無駄花 中 真大／著 講談社 913.6/ﾅｶ 

働く女子に明日は来る！ 中澤 日菜子／著 小学館 913.6/ﾅｶｻ 

ニキ 夏木 志朋／著 ポプラ社 913.6/ﾅﾂｷ 

生まれつきの花 警視庁花人犯罪対策班 似鳥 鶏／著 河出書房新社 913.6/ﾆﾀﾄ 

恋する少年十字軍 早助 よう子／著 河出書房新社 913.6/ﾊﾔｽ 

やがて訪れる春のために はらだ みずき／著 新潮社 913.6/ﾊﾗﾀ 

数学者の夏 藤本 ひとみ／著 講談社 913.6/ﾌｼﾓ 

お誕生会クロニクル Happy Birthday to you 古内 一絵／著 光文社 913.6/ﾌﾙｳ 

黒いサカナ 保坂 祐希／著 ポプラ社 913.6/ﾎｻｶ 

売国のテロル LIES OF THE PATRIOTS 穂波 了／著 早川書房 913.6/ﾎﾅﾐ 

あかり野牧場 本城 雅人／著 祥伝社 913.6/ﾎﾝｼ 

ちえもん 松尾 清貴／著 小学館 913.6/ﾏﾂｵ 

ちよぼ 加賀百万石を照らす月 諸田 玲子／著 新潮社 913.6/ﾓﾛﾀ 

帰ってきた K２ 横関 大／著 講談社 913.6/ﾖｺｾ 

海蝶 吉川 英梨／著 講談社 913.6/ﾖｼｶ 

戦国の城 アンソロジーしずおか 芦辺 拓／著 静岡新聞社 913.6 
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９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

作家の贅沢すぎる時間 そこで出逢った店々と人々  

伊集院 静／著 双葉社 914.6/ｲｼﾕ 

死の教科書 心が晴れる 48のヒント 五木 寛之／著 宝島社 914.6/ｲﾂｷ 

中国嫁日記 ママたいへん編 井上 純一／著 KADOKAWA 914.6/ｲﾉｳ 

明るい覚悟 こんな時代に 落合 恵子／著 朝日新聞出版 914.6/ｵﾁｱ 

オレの東大物語 1966-1972 加藤 典洋／著 集英社 914.6/ｶﾄｳ 

それでも、幸せになれる 「価値大転換時代」の乗りこえ方  

鎌田 實／著 清流出版 914.6/ｶﾏﾀ 

山とあめ玉と絵具箱 川原 真由美／文・絵 リトルモア 914.6/ｶﾜﾊ 

いまだ、おしまいの地 こだま／著 太田出版 914.6/ｺﾀﾏ 

おなかがすいたハラペコだ。 ３ 椎名 誠／著 新日本出版社 914.6/ｼｲﾅ 

新しい生活 曽野 綾子／著 ポプラ社 914.6/ｿﾉ 

たのしい知識 ぼくらの天皇(憲法)・汝の隣人・コロナの時代 

 高橋 源一郎／著 朝日新聞出版 914.6/ﾀｶﾊ 

こどもの目をおとなの目に重ねて 中村 桂子／著 青土社 914.6/ﾅｶﾑ 

炉辺の風おと 梨木 香歩／著 毎日新聞出版 914.6/ﾅｼｷ 

妄想国語辞典 ２ 野澤 幸司／著 扶桑社 914.6/ﾉｻﾜ 

もろくて、不確かな、「素の自分」の扱い方 細川 貂々／著 幻冬舎 914.6/ﾎｿｶ 

バブル 山口 ミルコ／著 光文社 914.6/ﾔﾏｸ 

たちどまって考える ヤマザキ マリ／著 中央公論新社 914.6/ﾔﾏｻ 

猫はあくびで未来を描く 『ねこ新聞』編集部／監修 竹書房 914.6 

母を捨てるということ おおたわ 史絵／著 朝日新聞出版 916/ｵｵﾀ 

がんばったね！かいちゃん 心の病に勝利した彼女の生きた証し 

 住田 貴子／著 風詠社 916/ｽﾐﾀ 

オタク女子が、4人で暮らしてみたら。 藤谷 千明／著 幻冬舎 916/ﾌｼﾀ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

滞空女 屋根の上のモダンガール パク ソリョン／著 三一書房 929.1/ﾊ 

アウグストゥス ジョン・ウィリアムズ／著 作品社 933/ｳ 

レイラの最後の 10分 38秒 エリフ・シャファク／著 早川書房 933/ｼ 

新訳ペスト ダニエル・デフォー／著 興陽館 933/ﾃ 
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◆◆◆９２０～９９９ 外国の文学（つづき）◆◆◆ 

サイバー・ショーグン・レボリューション  

ピーター・トライアス／著 早川書房 933/ﾋ 

現想と幻実 ル＝グウィン短篇選集  

アーシュラ・K.ル＝グウィン／著 青土社 933/ﾙ 

赤死病 ジャック・ロンドン／著 白水社 933/ﾛ 

どんなわたしも愛してる ジョナサン・ヴァン・ネス／著 集英社 934/ｳ 

忘却についての一般論  

ジョゼ・エドゥアルド・アグアルーザ／著 白水社 963/ｱ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

焦茶色のナイトガウン 杉原爽香<47歳の冬> 赤川 次郎／著 光文社 BN/ｱｶ 

龍王の譜 剣客大名柳生俊平 16 麻倉 一矢／著 二見書房 BN/ｱｻ 

烏百花 蛍の章 阿部 智里／著 文藝春秋 BN/ｱﾍ 

その旅お供します 日本の名所で謎めぐり 綾見 洋介／著 宝島社 BN/ｱﾔ 

七つの試練 石田 衣良／著 文藝春秋 BN/ｲｼ 

父のおともで文楽へ 伊多波 碧／著 小学館 BN/ｲﾀ 

ほの暗い永久から出でて 生と死を巡る対話 上橋 菜穂子／著 文藝春秋 BN/ｳｴ 

夜の声を聴く 宇佐美 まこと／著 朝日新聞出版 BN/ｳｻ 

祇園白川小堀商店いのちのレシピ 柏井 壽／著 新潮社 BN/ｶｼ 

ヘヴィーオブジェクト 天を貫く欲望の槍 鎌池 和馬／著 KADOKAWA BN/ｶﾏ 

夢屋台なみだ通り 倉阪 鬼一郎／著 光文社 BN/ｸﾗ 

ほろほろおぼろ豆腐 居酒屋ぜんや 9 坂井 希久子／著 角川春樹事務所 BN/ｻｶ 

ストラングラー 死刑囚の推理 佐藤 青南／著 角川春樹事務所 BN/ｻﾄ 

若殿八方破れ １ 鈴木 英治／著 小学館 BN/ｽｽ 

そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ／著 文藝春秋 BN/ｾｵ 

神話の密室 天久鷹央の事件カルテ 6 知念 実希人／著 新潮社 BN/ﾁﾈ 

ジョン・ディクスン・カーの最終定理 柄刀 一／著 東京創元社 BN/ﾂｶ 

荒海を渡る鉄の舟 鳥羽 亮／著 双葉社 BN/ﾄﾊ 

始まりはジ・エンド 新津 きよみ／著 双葉社 BN/ﾆｲ 

十津川警部予土(ローカル)線に殺意が走る 西村 京太郎／著 祥伝社 BN/ﾆｼ 

癌病船応答セズ 西村 寿行／著 徳間書店 BN/ﾆｼ 

そのへんをどのように受け止めてらっしゃるか  

能町 みね子／著 文藝春秋 BN/ﾉｳ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

ブルータスの心臓 東野 圭吾／著 光文社 BN/ﾋｶ 

冥府からの刺客 日暮左近事件帖 9 藤井 邦夫／著 光文社 BN/ﾌｼ 

スクールカースト殺人教室リベンジ 堀内 公太郎／著 新潮社 BN/ﾎﾘ 

ニホンブンレツ 山田 悠介／著 河出書房新社 BN/ﾔﾏ 

黄色い実 紅雲町珈琲屋こよみ 7 吉永 南央／著 文藝春秋 BN/ﾖｼ 

地獄の清掃人 和久田 正明／著 徳間書店 BN/ﾜｸ 

９１１代理店 渡辺 裕之／著 角川春樹事務所 BN/ﾜﾀ 

２５の短編小説 小説トリッパー編集部／編 朝日新聞出版 BN 

ロボット・イン・ザ・ファミリー デボラ・インストール／著 小学館 B/ｲﾝ 

ブラック・ハンター ジャン＝クリストフ・グランジェ／著 早川書房 B/ｸﾗ 

ストーンサークルの殺人 M.W.クレイヴン／著 早川書房 B/ｸﾚ 

娘を呑んだ道 スティーナ・ジャクソン／著 小学館 B/ｼﾔ 

13・67 上・下 陳 浩基／著 文藝春秋 B/ﾁﾝ 

笑う死体 ジョセフ・ノックス／著 新潮社 B/ﾉﾂ 

その裁きは死 アンソニー・ホロヴィッツ／著 東京創元社 B/ﾎﾛ 

オルラ/オリーヴ園 モーパッサン／著 光文社 B/ﾓﾊ 

ラウィーニア アーシュラ・K.ル＝グウィン／著 河出書房新社 B/ﾙｸ 

ヴァジェンダへの旅立ち 宇宙英雄ローダン・シリーズ 624  

H.G.フランシス／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

美しき女アコン人 宇宙英雄ローダン・シリーズ 625  

H.G.エーヴェルス／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

闇のシャイニング リリヤの恐怖図書館  

スティーヴン・キング／ほか著 扶桑社 B 

 

Ｔ 暮らし                                                

暮らし上手な人に教わる、節約のくふう 宝島社 T0/ 

お気に入りのえりまき ２wayにも３wayにも！  

くげ なつみ／著 日東書院本社 T13 

いちばんよくわかる刺しゅうの基礎  

ヨーロッパ刺しゅうの基本&クロスステッチの詳しい刺し方 日本ヴォーグ社 T15 

季節を楽しむボタニカルリース 自然の恵みで暮らしを彩る  

唐津 攝子／著 ナツメ社 T17 
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

家庭科３だった私がバッグも帽子も小物も 100%自分サイズで手作りしました。 

津田 蘭子／著 ワニブックス T19 

おじさんと河原猫 うちのシロ 太田 康介／著 扶桑社 T3 

しょうがの料理 有元 葉子／著 東京書籍 T41 

本当はごはんを作るのが好きなのに、しんどくなった人たちへ 

 コウ ケンテツ／著 ぴあ T41 

堤人美の旬を漬ける保存食 堤 人美／著 NHK出版 T43 

お弁当サンド 若山 曜子／著 KADOKAWA T45 

みんなで食べたい時短おやつ 卵・乳製品を使わないのにおいしくてすぐできる！  

菅野 のな／著 辰巳出版 T46 

暮らしやすい“間取り”づくりのすべてがわかる本 図解版  

主婦の友社／編 主婦の友社 T5 

今さら聞けないタネと品種の話きほんのき 農文協／編 農山漁村文化協会 T6 

手づかみ離乳食 赤ちゃんが自分から食べる<離乳法>  

田角 勝／著 合同出版 T8 

子どもにおこづかいをあげよう！ 藍 ひろ子／著 主婦の友社 T9 

 

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

国土交通六法 令和２年版 社会資本整備編  

国土交通省大臣官房総務課／監修 東京法令出版 SW7 

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

世界国勢図会 2020/21 世界がわかるデータブック  

矢野恒太記念会／編集 矢野恒太記念会 R350.9 

世界のカエル大図鑑 ティム・ハリデイ／著 柏書房 R487.8 

大きな字の常用漢和辞典 石井 庄司／編 学研プラス R813.2 

コンサイスカタカナ語辞典 三省堂編修所／編 三省堂 R813.7 
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『親方と神様』 伊集院 静／著 あすなろ書房 2020.2 

この話は今から６０年ほど前、鍛冶屋が町や村のどこかにあった頃の話です。５０

年間１日も鍛冶屋の火を消したことが無かった職人六郎が少年を連れて山径を歩く場

面から始まります。ある日突然六郎の前に現れた少年は、弟子にして欲しいと頼みま

す。この山径はかつて六郎が親方に連れられて見た風景です。技を伝えることは生き

ていく姿勢を伝えることでもあり、静かに進んでいく物語を読み進めるうちに背筋が

伸びる思いがします。 

伊集院静さんの短編小説に木内達朗さんが表紙や挿絵を担当されています。木内達

朗さんの絵がお好きな方も是非ご覧ください。（K） 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- 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） 

 

図書館員の本箱 
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曜日 時間 駐車場 住所 11 月 12 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 

5 日 

 

19 日  

3 日 

 

17 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 

6 日 

 

20 日  

4 日 

 

18 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） 

11 日 

25 日 

9 日 

23 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

12 日   

 

26 日  

 

 

10 日 

 

24 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 

13 日 

 

27 日  

 

11 日 

 

25 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 11 月・１2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。  

 


