
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中央・高幡・日野 

多摩平・平山・百草（月曜日） 
5日 19日 26日   

市政図書室（日曜日・祝日） 4日 11日 12日 18日 25日 

２０１８年 ２月 №222 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp 

今月のひろば 

・２P  平成２９年度東京都 

多摩地域公立図書館大会 

・３P  多摩平の森 

ふれあい館祭り 2018 

・４P  特集：チョコレート 

・６P  新しく入った本 

・２３P 図書館員の本箱 

・２３P おはなし会 

・２４P 移動図書館ひまわり号日程 

＊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 

２月の休館日 
 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwit073WzdHYAhVHH5QKHQbfAB0QjRwIBw&url=http://publicdomainq.net/ehomaki-roasted-beans-apricot-0004141/&psig=AOvVaw33otdgDkumlXUSzxDK1Sn7&ust=1515818163526910
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiloeS1ztHYAhUFspQKHR8rCUIQjRwIBw&url=https://www.sozai-library.com/sozai/7962&psig=AOvVaw1C9nH9nwjVXYuA_zzw-7xO&ust=1515818580986455
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第１分科会：館長協議会 

午前 10 時～正午（受付：午前 9 時 30 分～） 

『まちの図書館、舞台裏の仕事をお話します！』 

 講師：島 弘氏（元福生市立図書館長） 

 

第 2 分科会：三多摩地域資料研究会 

午後 2 時～４時（受付：午後 1 時 30 分～） 

『多摩地域の郷土レファレンスと 

レファレンス協同データベース』 

 講師：寺尾隆氏 

（大学図書館支援機構 研修委員） 

 

第４分科会：障がい者サービス研究会 

午後 2 時～４時（受付：午後 1 時 30 分～） 

『認知症にやさしい図書館 

～超高齢社会における 

図書館の役割を考える～』 

 講師：呑海沙織氏（筑波大学教授）  

 ＊手話通訳あり 

 

第３分科会：児童サービス研究会 

午前 10 時～正午（受付：午前 9 時 30 分～） 

『読みたい心に火をつけろ！ 

～学校図書館と公共図書館がつながるために～』 

 講師：木下通子氏 

（埼玉県立春日部女子高等学校主任司書） 

 

第６分科会：協力担当者会 

午後 2 時～４時（受付：午後 1 時 30 分～） 

『多摩地域の相互貸借と東京都立図書館』 

講師：高木敦子氏 

（東京都立中央図書館 管理部長） 

第５分科会：図書館サービス研究会 

午前 10 時～正午（受付：午前 9 時 30 分～） 

『図書館の危機管理 

 －法令から考えるトラブル対応』  

 講師：鑓水三千男氏 

（千葉県市町村総合事務組合 法務専門員） 

第 3日 2月 8日（木） 

 

第 2日 2月 7日（水） 

 

平成 29年度東京都多摩地域公立図書館大会 
『魅力ある図書館をめざして 

～地域へひらく図書館のはたらき～』 

 

 

東京都市町村立図書館長協議会主催による講演会を開催します。 

【会期】平成 30年 2月 6日（火）～2月 8日（木） 

【会場】都立多摩図書館 ２階セミナールーム（国分寺市泉町２－２－２６） 

【申込】入場無料です。先着順、当日会場へお越しください。 

【問い合わせ】日野市立中央図書館（電話 042-586－0584） 

 

第 2日 2月 6日（火） 
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図書館で役割を終えた雑誌・子ども向けの本を中心に 

「リサイクル資料」を無料で頒布します！ 
 

「リサイクル資料」を無料頒布します！ 

多摩平の森ふれあい館まつり 2018   
 

＊ お一人さま 10冊まで ＊ 

＊ お持ち帰り用のバッグをお持ちください ＊ 
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『うっとり、チョコレート おいしい文藝』  

青木 奈緒／[ほか]著 河出書房新社 2017.1 914.6  

作家を中心に、たくさんの著者が「チョコレート」をテーマにエッセーを寄せ

ています。「アッ、そのチョコ知ってる？」と思わせてくれる数々のチョコレート

が登場する、昭和の香りいっぱいの本です。大人の嗜好品「チョコレート」の虜

になる１冊です。 

 

『ショコラ』ジョアン ハリス/著 角川書店 2002.6 B/ﾊﾘ 

先ず、チョコレート BOX のような装丁にとろけます。（文庫） 

ある風の強い日に、フランスの閉鎖的な村にヴィアンヌ母娘がやってきます。彼

女の作るチョコレートは、魔法がかけられているのか、口にした者の心を次第に

溶かしていく力があるようです。ただ甘いだけでなくカカオは薬にも使われてい

たとか。この小説も甘いだけではありません。いろいろな人生にチョコレートが

関わっていきます。ファンタジーがお好きな方にお薦めです。 

 

『毒入りチョコレート事件』 

アントニイ・バークリー／著 東京創元社 2009.11 B/ﾊｸ 

中年の男爵＜ユーステス卿＞の元に、大手チョコレート製造会社から新作チョ

コレートの試作品が届けられた。ユーステス卿は、その試作品をそのまま知人に

プレゼントしてしまったのだが、その行動がある夫婦の悲劇を生むことになっ

た。 

タイトルのとおり、「毒入りチョコレート」を巡る複雑な事件のお話です。迷

宮入りしかけたこの事件を、『犯罪研究会』の会員達が、それぞれ独自の調査で

事件を解き明かしていきます。 

 

 

日本人になくてはならない、お菓子のひとつチョコレート！ 
これからくるバレンタインも毎年話題になっています！ 

チョコレートをより楽しく、おいしくする本を特集します♪ 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『チョコレート語辞典』 

チョコレートにまつわることばをイラストと豆知識で甘〜く読み解く 

Dolcerica 香川理馨子／著 誠文堂新光社 2016.10 588.3 

イラストレーターでもある著者の作品だけに、全ページにイラストや写真が掲

載されています。正しくサブタイトルのとおり「チョコレートにまつわることば

をイラストと豆知識で甘〜く読み解く」なんです。“この商品確かに美味しい。”

“なるほどそうだったのか”“これはちょっと無理があるかも” など、辞典の形

式をとっていますが甘い読み物として手に取って楽しんでください。ちょっと得

した気分になれる「映画の中のチョコレート」もお見逃し無く。 

 

『チョコレート工場の秘密』  

 ロアルド・ダール／作 評論社 1972.9 C2/ﾀ 

ある町に、世界一のチョコレート工場がありました。だれもそこで働く人を見

たことがありません。そこへ個性溢れる五人の子どもたちが招待されました。さ

て、何がおこるのでしょう？読んでいるだけで口の中もあまーくなりながら、工

場の探検をしてみませんか？ 

 

『チョコレートの文化誌』 

八杉 佳穂／著 世界思想社 2004.2 383.8 

 日本人のチョコレートの消費量は 201６年で一人当たり 2.07kg！いまや日

本人に欠かせないお菓子といっても過言ではないでしょう。古くはマヤ文明の

時代からあったチョコレート。日本では 1797 年にチョコレートの記録がある

そうです。その昔チョコレートは高貴な人しか食べられない貴重なもので、さ

らに貨幣になったり、薬だったりしました。そんなチョコレートの歴史を楽し

みませんか？ 

 

『パリのチョコレートレシピ帖』 
 多田千香子／著 風鳴舎 2013.12 T46 

 バレンタインにぴったりのチョコレートレシピが、簡単なモノから時間がか

かるモノまで、数多く載っています。初心者向けのレシピも掲載されていま

す。 

また、レシピだけでなく、パリで売っているチョコレート図鑑のコーナーが

あったり、料理学校の話が載っていたり、パリでチョコレート巡り・待ち歩き

する時におススメ名店紹介等様々なコラムが載っていて、読み物としても面白

いです。中身も表紙もオシャレな本です。 
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 図書館に入った 新 し い 本 
11月 29日から 12月 21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                                       

「根性なし」「体力なし」「ラクしたい」人のための時短勉強術  

天明 麻衣子／著 セブン&アイ出版 002  

情報リテラシーのための図書館 日本の教育制度と図書館の改革  

根本 彰／著 みすず書房 010.21  

Q&Aで学ぶ図書館の著作権基礎知識 黒澤 節男／著 太田出版 015  

知りたいレイアウトデザイン  

割り付けのルールから伝わるデザインのアイデアいろいろ  

ARENSKI／著 技術評論社 021.4  

この星の忘れられない本屋の話  

ヘンリー・ヒッチングズ／編 ポプラ社 023.9 

ブッククラブと民族主義 竹岡 健一／著 九州大学出版会 023.93  

ボーリンゲン 過去を集める冒険 ウィリアム・マガイアー／著 白水社 065.3  

すべての新聞は「偏って」いる ホンネと数字のメディア論  

荻上 チキ／著 扶桑社 070.21  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

「意識しない」力 うまくいくときは、結局みんな、自然体  

小林 弘幸／著 文響社 145.1  

遊戯療法 様々な領域の事例から学ぶ  

伊藤 良子／編著 ミネルヴァ書房 146.8  

魂活道場 スピリチュアル・レッスンで霊力・気力・魔力を鍛えてみました 

 辛酸 なめ子／著 学研プラス 147  

40代でシフトする働き方の極意 佐藤 優／著 青春出版社 159  

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiE3fiMqdvYAhVHabwKHZE_AjUQjRwIBw&url=http://hennae.net/?p%3D2881&psig=AOvVaw1c4fzdUdZG282MYwo25PO3&ust=1516152147998179
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◆◆◆１００ 哲学・心理学・宗教（つづき）◆◆◆ 

もっと知りたい仁和寺の歴史 久保 智康／著 東京美術 185.9  

ただ一心に咲く 桜が教えてくれる人生で大切なこと  

立部 祐道／著 中央公論新社 188.5  

禅 沈黙と饒舌の仏教史 沖本 克己／著 講談社 188.8  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

歴史家の展望鏡 山内 昌之／著 みすず書房 204/ﾔ 

織田信長と戦国の村 天下統一のための近江支配  

深谷 幸治／著 吉川弘文館 214.7  

大坂 民衆の近世史 老いと病・生業・下層社会 塚田 孝／著 筑摩書房 215  

東大教授の「忠臣蔵」講義 山本 博文／著 KADOKAWA 215.4  

日本の戦争:歴史認識と戦争責任 山田 朗／著 新日本出版社 216  

殿様は「明治」をどう生きたのか ２ 河合 敦／著 洋泉社 216  

日本は誰と戦ったのか コミンテルンの秘密工作を追及するアメリカ  

江崎 道朗／著 ベストセラーズ 217.5  

集中講義！ギリシア・ローマ 桜井 万里子／著 筑摩書房 231  

イタリアの歴史を知るための 50章 高橋 進／編著 明石書店 237  

キリング・ザ・ライジング・サン  

アメリカは太平洋戦争でいかに日本を屈服させたか 

 ビル・オライリー／著 楓書店 253  

ポンコツ武将列伝 長谷川 ヨシテル／著 柏書房 281  

西郷隆盛 手紙で読むその実像 川道 麟太郎／著 筑摩書房 281/ｻ 

カストロ 上・下 セルジュ・ラフィ／著 原書房 289.8/ｶ 

レーニン権力と愛 上・下 ヴィクター・セベスチェン／著 白水社 289.8/ﾚ 

最新基本地図 2018 世界・日本 帝国書院／著 帝国書院 290.3  

こういう旅はもう二度としないだろう 銀色 夏生／著 幻冬舎 290.9  

日本の猫宿 小林 希／著 エクスナレッジ 291  

眠れなくなるほど日本の地形がおもしろくなる本  

ワールド・ジオグラフィック・リサーチ／著 宝島社 291  

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjYi7X9kt7YAhWCXLwKHX0ECp4QjRwIBw&url=http://free-illustrations.gatag.net/tag/%E7%8C%AB-%E3%83%8D%E3%82%B3&psig=AOvVaw1KRHW8g0cvd4gmjF7dY7RF&ust=1516249307183661
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

ぶくぶく自噴泉めぐり 篠遠 泉／著 山と溪谷社 291  

ミシュランガイド東京 2018 RESTAURANTS&HOTELS 日本ミシュランタイヤ 291.36  

パリ蚤の市散歩 とっておきガイド&リペア・リメイク術  

清水 友顕／著 電波社 293.5  

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

JAPAN CLASS ニッポン人って、つくづくラッキーだな！  

ジャパンクラス編集部／編 東邦出版 302.1  

アメリカのことがマンガで 3時間でわかる本 超大国が変わる！ 

 ポール室山／著 明日香出版社 302.53  

忖度バカ 鎌田 實／著 小学館 304/ｶ 

橋下徹の問題解決の授業 大炎上知事編  

橋下 徹／著 プレジデント社 310.4/ﾊ 

三つの革命 ドゥルーズ＝ガタリの政治哲学 佐藤 嘉幸／著 講談社 311.1  

人生 100年時代の国家戦略 小泉小委員会の 500日  

藤沢 烈／著 東洋経済新報社 312.1  

米国アウトサイダー大統領 世界を揺さぶる「異端」の政治家たち 

 山本 章子／著 朝日新聞出版 312.53  

佐藤栄作 最長不倒政権への道 服部 龍二／著 朝日新聞出版 312.8/ｻ 

ワタナベ・コウの日本共産党発見！！  

ワタナベ コウ／著 新日本出版社 315.1  

東日本の部落史 １ 東日本部落解放研究所／編 現代書館 316.3  

地方自治論 2つの自律性のはざまで 北村 亘／著 有斐閣 318  

地域創生を成功させた 20の方法 どん底自治体が甦る！  

牧瀬 稔／著 秀和システム 318.6  

米朝密約 なぜいま憲法改正、核装備か 日高 義樹／著 徳間書店 319.53  

改憲的護憲論 松竹 伸幸／著 集英社 323.1  

不当逮捕 築地警察交通取締りの罠 林 克明／著 同時代社 323.9  

引き離されたぼくと子どもたち どうしてだめなの？共同親権 

 宗像 充／著 社会評論社 324.6  

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwitmsGrk97YAhWJS7wKHYk6CUIQjRwIBw&url=https://pictogram-illustration.com/03-crime-security/206-crime-graphic.html&psig=AOvVaw0XYHlAqAc9xdlbbIqCY9y6&ust=1516249388039365
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

笑顔で相続をむかえた家族 50の秘密 相続診断協会／編 日本法令 324.7  

青年市長は“司法の闇”と闘った 美濃加茂市長事件における驚愕の展開 

 郷原 信郎／著 KADOKAWA 326.2  

甦れ！経済再生の最強戦略本部 経済企画庁の栄光と挫折からその条件を探る  

塩谷 隆英／著 かもがわ出版 332.1  

連鎖地獄 日本を買い占め世界と衝突し自爆する中国  

宮崎 正弘／著 ビジネス社 332.22  

地域産業の「現場」を行く 10集 誇りと希望と勇気の 30話 

 関 満博／著 新評論 332.9  

アメリカの汚名 第二次世界大戦下の日系人強制収容所  

リチャード・リーヴス／著 白水社 334.45  

逃げ切る力 逆境を生かす考え方 馬 英華／著 日本経済新聞出版社 335.1  

日本貨幣カタログ 2018  

日本貨幣商協同組合／編集 日本貨幣商協同組合 337.21  

マーケットのテクニカル分析  トレード手法と売買指標の完全総合ガイド 

 ジョン・J.マーフィー／著 パンローリング 338.1  

税金格差 なぜこの国は「正直者がバカを見る」仕組みなのか？  

梶原 一義／著 クロスメディア・パブリッシング 345.1  

共感のレッスン 超情報化社会を生きる 植島 啓司／著 集英社 361.5  

新・世界の日本人ジョーク集 早坂 隆／著 中央公論新社 361.61  

確定拠出年金<iDeCo>入門 はじめてでもスイスイわかる！ 

 大竹 のり子／著 ナツメ社 364.6  

サラリーマンのための「手取り」が増えるワザ 65  

給料、年金、退職金、副業、パート収入、病気、出産で使える！  

深田 晶恵／著 ダイヤモンド社 366.4  

がん治療と就労の両立支援 制度設計・運用・対応の実務  

近藤 明美／編著 日本法令 366.9  

誰も教えてくれなかった子どものいない人生の歩き方  

くどう みやこ／著 主婦の友社 367.2  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

母・娘・祖母が共存するために 信田 さよ子／著 朝日新聞出版 367.3  

介護リーダーの仕事と役割がわかる！  

リーダーの言葉、態度で、チームは変わる！ 近藤 崇之／監修 ナツメ社 367.9  

若者がうらやましがる老人になってやろう 帯津 良一／著 海竜社 367.9  

貧困の戦後史 貧困の「かたち」はどう変わったのか  

岩田 正美／著 筑摩書房 368.2  

ストーカー 「普通の人」がなぜ豹変するのか  

小早川 明子／著 中央公論新社 368.6  

43回の殺意 川崎中 1男子生徒殺害事件の深層 石井 光太／著 双葉社 368.7  

障害者が街を歩けば差別に当たる？！  

当事者がつくる差別解消ガイドライン DPI日本会議／編 現代書館 369.2  

児童相談所改革と協働の道のり  

子どもの権利を中心とした福岡市モデル 藤林 武史／編著 明石書店 369.4  

教育勅語を読んだことのないあなたへ  

なぜ何度も話題になるのか 佐藤 広美／著 新日本出版社 372.1  

ノーベル賞 117年の記録  

ノーベル賞の記録編集委員会／編 山川出版社 377.7  

ニッポンの肉食 マタギから食肉処理施設まで  

田中 康弘／著 筑摩書房 383.8  

巨乳の誕生 大きなおっぱいはどう呼ばれてきたのか  

安田 理央／著 太田出版 384.7  

大洪水が神話になるとき 人類と洪水五〇〇〇年の精神史  

庄子 大亮／著 河出書房新社 388  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

宇宙飛行の父ツィオルコフスキー 人類が宇宙へ行くまで  

的川 泰宣／著 勉誠出版 402.8/ﾂ 

動的平衡 ３ 福岡 伸一／著 木楽舎 404/ﾌ 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwim2tHGqNvYAhWJu7wKHQp_BZUQjRwIBw&url=http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_2513.html&psig=AOvVaw0zwRElVVHfsBLx29-7aVOa&ust=1516152009665337
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

教え方のコツがわかる！“なぜ？”に答える小学校６年分の算数 

 齋田 雅彦／著 ナツメ社 410  

理系のための微分・積分復習帳 

 高校の微積分からテイラー展開まで 竹内 淳／著 講談社 413.3  

ペンローズのねじれた四次元 時空はいかにして生まれたのか 

 竹内 薫／著 講談社 421.2  

ニュートリノってナンダ？ やさしく知る素粒子・ニュートリノ・重力波  

荒舩 良孝／著 誠文堂新光社 429.6  

天文の世界史 廣瀬 匠／著 集英社インターナショナル 440.2  

動く地球の測りかた 宇宙測地技術が明らかにした動的地球像 

 河野 宣之／著 東海大学出版部 448.9  

はじめての自然地理学 吉田 英嗣／著 古今書院 450  

雪崩教本 雪氷災害調査チーム／編 山と溪谷社 451.6  

星屑から生まれた世界 進化と元素をめぐる生命 38億年史  

ベンジャミン・マクファーランド／著 化学同人 461  

都会の自然の話を聴く 玉川上水のタヌキと動植物のつながり 

 高槻 成紀／編著 彩流社 462.13  

ゲノムが語る人類全史 アダム・ラザフォード／著 文藝春秋 469  

我々はなぜ我々だけなのか  

アジアから消えた多様な「人類」たち 川端 裕人／著 講談社 469.2  

種子 人類の歴史をつくった植物の華麗な戦略  

ソーア・ハンソン／著 白揚社 471.1  

動物実験の闇 その裏側で起こっている不都合な真実  

マイケル・A.スラッシャー／著 合同出版 480.7  

共食いの博物誌 動物から人間まで ビル・シャット／著 太田出版 481.7  

安楽死を遂げるまで 宮下 洋一／著 小学館 490.15  

日野原重明の世界 人生を色鮮やかに生きるための 105の言葉 

 新老人の会／編集協力 中央法規出版 490.28/ﾋ 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtouW0lt7YAhUEyLwKHeVpC_AQjRwIBw&url=https://pixabay.com/ja/%E5%AE%B6%E5%85%B7-%E6%A4%85%E5%AD%90-%E6%88%BB%E3%82%8B-%E5%B8%AD-%E3%83%99%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB-%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC-2315966/&psig=AOvVaw03qejUauD-iqu0qqBYq4JU&ust=1516250072327293
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

ざんねんな脳 神経科学者が語る脳のしくみ  

ディーン・バーネット／著 青土社 491.37  

大人の自閉スペクトラム症 他の人とは「違う」特徴との向き合い方 

 備瀬 哲弘／著 SBクリエイティブ 493.76  

休むことも生きること 頑張る人ほど気をつけたい 12の「うつフラグ」 

 丸岡 いずみ／著 幻冬舎 493.76  

子どものアレルギー アトピー性皮膚炎・食物アレルギー・ぜんそく 

 大矢 幸弘／編監修 文藝春秋 493.93  

成功する子は食べ物が 9割 幼児・小学生ママ必読！  

細川 モモ／監修 主婦の友社 493.98  

近藤誠がやっているがんにならない 30の習慣 近藤 誠／著 宝島社 494.5  

美髪はよみがえる 毛の 1本 1本を元気にする習慣とケア法 

 山田 佳弘／著 光文社 494.8  

『そらまめ通信』の腎臓病ごはん 患者さんいちおし  

腎臓サポート協会／監修 女子栄養大学出版部 494.93  

結局、怒らない人が長生きする 保坂 隆／著 朝日新聞出版 498.39  

Dr.白澤の頭は 1日でよくなる ケトン食でできる子に  

白澤 卓二／著 主婦の友社 498.53  

宿命の戦記 笹川陽平、ハンセン病制圧の記録 高山 文彦／著 小学館 498.6  

くすりの科学知識 薬のしくみと 奥深き創薬の世界 ニュートンプレス 499  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

一度は訪れたい名将ゆかりの名城 昭文社 521.8  

シェアハウス図鑑 篠原 聡子／編著 彰国社 527.8  

時計の科学 人と時間の 5000年の歴史 織田 一朗／著 講談社 535.2  

AIが変えるクルマの未来 自動車産業への警鐘と期待  

中村 吉明／著 NTT出版 537  

ヘリワールド 2018 わが国唯一の総合ヘリコプター年鑑 イカロス出版 538.6  

原発震災と避難 原子力政策の転換は可能か 長谷川 公一／編 有斐閣 543.4  
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◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 

音のいい部屋。 マガジンハウス 547.3  

実験でわかる電気をとおすプラスチックのひみつ  

白川 英樹／共著 コロナ社 578.4  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

種子法廃止でどうなる？ 種子と品種の歴史と未来  

農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会 615.2  

人生で大切なことは月光荘おじさんから学んだ  

月光荘画材店／著 産業編集センター 673.7  

欲望する「ことば」 「社会記号」とマーケティング 嶋 浩一郎／著 集英社 675  

「おひとりウーマン」消費！ 巨大市場を支配する 40・50代パワー 

 牛窪 恵／著 毎日新聞出版 675.2  

最適物流の科学  舞台は 3億 6106万 k㎡。海を駆け巡る「眠らない仕事」 

 菅 哲賢／著 ダイヤモンド・ビジネス企画 683.3  

国鉄マンが撮った昭和 30年代の国鉄・私鉄カラー鉄道風景 

美しいカラー写真でよみがえる半世紀前の鉄道記録  

稲葉 克彦／著 フォト・パブリッシング 686.21  

路面電車 運賃収受が成功のカギとなる！？ 

 柚原 誠／著 交通研究協会 686.21  

JAL123便墜落事故 自衛隊&米軍陰謀説の真相 杉江 弘／著 宝島社 687.7  

メイキング・オブ・大河ファンタジー精霊の守り人最終章  

NHK「大河ファンタジー精霊の守り人最終章」制作班／監修 洋泉社 699.9  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

美を見て死ね 堀越 千秋／著 エイアンドエフ 704/ﾎ 

もっと知りたい熊谷守一 生涯と作品 池田 良平／監修・著 東京美術 723.8/ｸ 

マンガキャラデッサン入門 360°どんな角度もカンペキマスター！ 

 藤井 英俊／監修 西東社 726.1  

ガイドサインのグラフィックス パイインターナショナル 727  

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj7meTnlt7YAhVHvrwKHdT0B40QjRwIBw&url=https://allfree-clipart-design.com/plants/the-sprout-by-rogie-king/&psig=AOvVaw0qMdVw8wV9-uwO7LkTaTcn&ust=1516250330797600
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

夕景・夜景撮影の教科書 感動の絶景写真を撮ろう！  

岩崎 拓哉／著 技術評論社 743.5  

海野和男の蝶撮影テクニック 海野 和男／写真と文 草思社 743.6  

おしゃれな紙で作るちょこっと小箱 かんたん折るだけ ブティック社 754.9  

宝石 欲望と錯覚の世界史 エイジャー・レイデン／著 築地書館 755.3  

日本人とリズム感 「拍」をめぐる日本文化論 樋口 桂子／著 青土社 761.3  

やる気と能力を 120%引き出す奇跡の指導法 藤重 佳久／著 ポプラ社 764.6  

日本の童謡・唱歌をいつくしむ 歌詞に宿る日本人の心  

高橋 こうじ／著 東邦出版 767.7  

グループサウンズ文化論 なぜビートルズになれなかったのか 

 稲増 龍夫／著 中央公論新社 767.8  

そろそろ、歌舞伎入門。 ペン編集部／編 CCCメディアハウス 774  

大林宣彦の映画は歴史、映画はジャーナリズム。  

大林 宣彦／著 七つ森書館 778  

「スター・ウォーズ」を科学する 徹底検証！フォースの正体から銀河間旅行まで 

 マーク・ブレイク／著 化学同人 778.25 

咲き定まりて 市川雷蔵を旅する  

清野 恵里子／著 集英社インターナショナル 778.28/ｲ 

柳家小三治の落語 ７ 柳家 小三治／著 小学館 779.1  

変わる！日本のスポーツビジネス 2020年東京オリンピック・ 

パラリンピックから 15兆円規模の基幹産業へ変革を遂げる 

スポーツ界の未来予想図 谷塚 哲／著 カンゼン 780.21 

つけたいところに最速で筋肉をつける技術  

岡田 隆／著 サンマーク出版 780.7  

金栗四三 消えたオリンピック走者 佐山 和夫／著 潮出版社 782.3  

首都圏ゴルフ場ガイド 2018年版 一季出版 783.8  

関東激坂自転車イラストレイテッド  

関東の峠道から都内激坂までいつか行きたい絶景スポット 芸文社 786.5  

プライド 金子 達仁／著 幻冬舎 789.2  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

騎馬武者 サムライの戦闘騎乗  

紅葉台木曽馬牧場／監修・協力 新紀元社 789.6  

ヨセの強化書 応用編 九路で鍛える実戦式トレーニング  

寺山 怜／著 日本棋院 795  

 

８００ 語学                                                        

声が 20歳若返るトレーニング 上野 実咲／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 809.4  

「コミュ障」だった僕が学んだ話し方 吉田 照美／著 集英社 809.4  

日本語のへそ ムダなようで、でも大事なもの  

金田一 秀穂／著 青春出版社 810.4/ｷ 

漢字川柳 五七五で漢字を詠む 長崎 あづま／著 論創社 811.2  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

このライトノベルがすごい！ 2018  

『このライトノベルがすごい！』編集部／編 宝島社 901.3  

小林秀雄 美しい花 若松 英輔／著 文藝春秋 910.2/ｺ 

手紙を通して読む竹山道雄の世界 平川 祐弘／編著 藤原書店 910.2/ﾀ 

人間吉村昭 柏原 成光／著 風濤社 910.2/ﾖ 

コバルト文庫 40年カタログ コバルト文庫創刊 40年公式記録 

 烏兎沼 佳代／著 集英社 910.26  

深読み日本文学 島田 雅彦／著 集英社インターナショナル 910.26  

千年後の百人一首 清川 あさみ／著 リトルモア 911.14  

きみまろ「夫婦川柳」傑作選２ 綾小路 きみまろ／編 小学館 911.4  

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

キネマの天使 レンズの奥の殺人者 赤川 次郎／著 講談社 913.6/ｱｶｶ 

婚活中毒 秋吉 理香子／著 実業之日本社 913.6/ｱｷﾖ 

マスターオブザヘブンリーヤード 悪ノ P／著 PHP研究所 913.6/ｱｸﾉ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

おもかげ 浅田 次郎／著 毎日新聞出版 913.6/ｱｻﾀ 

鷹の砦 麻見 和史／著 講談社 913.6/ｱｻﾐ 

そのバケツでは水がくめない 飛鳥井 千砂／著 祥伝社 913.6/ｱｽｶ 

セブンズ！ 五十嵐 貴久／著 KADOKAWA 913.6/ｲｶﾗ 

信長の鬼 桜井桃十郎伝 河田 成人／原案 ワニブックス 913.6/ｲﾉｳ 

少数株主 牛島 信／著 幻冬舎 913.6/ｳｼｼ 

俺はエージェント 大沢 在昌／著 小学館 913.6/ｵｵｻ 

万屋大悟のマシュマロな事件簿 太田 忠司／著 ポプラ社 913.6/ｵｵﾀ 

葵の残葉 奥山 景布子／著 文藝春秋 913.6/ｵｸﾔ 

チュベローズで待ってる AGE22・AGE32  

加藤 シゲアキ／著 扶桑社 913.6/ｶﾄｳ 

テーラー伊三郎 川瀬 七緒／著 KADOKAWA 913.6/ｶﾜｾ 

ビギナーズ・ドラッグ 喜多 喜久／著 講談社 913.6/ｷﾀ 

道標 今野 敏／著 角川春樹事務所 913.6/ｺﾝﾉ 

卑劣犯 笹本 稜平／著 光文社 913.6/ｻｻﾓ 

いのち 瀬戸内 寂聴／著 講談社 913.6/ｾﾄｳ 

白磁海岸 高樹 のぶ子／著 小学館 913.6/ﾀｶｷ 

ぼくたちはこの国をこんなふうに愛することに決めた  

高橋 源一郎／著 集英社 913.6/ﾀｶﾊ 

天涯無限 田中 芳樹／著 光文社 913.6/ﾀﾅｶ 

月食館の朝と夜 奇蹟審問官アーサー 柄刀 一／著 講談社 913.6/ﾂｶﾄ 

絶望の歌を唄え 堂場 瞬一／著 角川春樹事務所 913.6/ﾄｳﾊ 

逃亡刑事 中山 七里／著 PHP研究所 913.6/ﾅｶﾔ 

北のロマン 青い森鉄道線 西村 京太郎／著 徳間書店 913.6/ﾆｼﾑ 

お義父(とう)さん はなわ／著 KADOKAWA 913.6/ﾊﾅﾜ 

分かったで済むなら、名探偵はいらない 林 泰広／著 光文社 913.6/ﾊﾔｼ 

明智小五郎回顧談 平山 雄一／著 ホーム社 913.6/ﾋﾗﾔ 

天帝のみはるかす桜火 古野 まほろ／著 講談社 913.6/ﾌﾙﾉ 

ハイキュー！！ショーセツバン！！ ９ 古舘 春一／原著 集英社 913.6/ﾎｼ 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj3-7_2l97YAhXFE7wKHYOjDX0QjRwIBw&url=http://icooon-mono.com/14868-%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%BA%E3%81%AE%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E7%B4%A0%E6%9D%902/&psig=AOvVaw3OO4IqDmZsn-zo_JUbfyh2&ust=1516250622161367
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

猫の話をそのうちに 松久 淳／著 小学館 913.6/ﾏﾂﾋ 

田中角栄の流儀 向谷 匡史／著 青志社 913.6/ﾑｶｲ 

森家の討ち入り 諸田 玲子／著 講談社 913.6/ﾓﾛﾀ 

飼う人 柳 美里／著 文藝春秋 913.6/ﾕｳ 

仮面の君に告ぐ 横関 大／著 講談社 913.6/ﾖｺｾ 

意識のリボン 綿矢 りさ／著 集英社 913.6/ﾜﾀﾔ 

もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら青のり MAX 

 神田 桂一／著 宝島社 913.6  

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

記憶の海辺 一つの同時代史 池内 紀／著 青土社 914.6/ｲｹｳ 

大西巨人と六十五年 大西 美智子／著 光文社 914.6/ｵｵﾆ 

万事正解 角野 卓造／著 小学館 914.6/ｶﾄﾉ 

50代からしたくなるコト、なくていいモノ  

岸本 葉子／著 中央公論新社 914.6/ｷｼﾓ 

そっちのゲッツじゃないって！ ゲッツ板谷／著 ガイドワークス 914.6/ｹﾂﾂ 

幼年 水の町 小池 昌代／著 白水社 914.6/ｺｲｹ 

北の空と雲と 椎名 誠／写真と文 PHP研究所 914.6/ｼｲﾅ 

身辺整理、わたしのやり方 

 もの、お金、家、人づき合い、人生の後始末をしていく 

 曽野 綾子／著 興陽館 914.6/ｿﾉ 

多田富雄 からだの声をきく 多田 富雄／著 平凡社 914.6/ﾀﾀ 

辰巳芳子のことば 美といのちのために 辰巳 芳子／著 小学館 914.6/ﾀﾂﾐ 

近代中国への旅 譚 【ロ】美／著 白水社 914.6/ﾀﾝ 

人生ごっこを楽しみなヨ 毒蝮 三太夫／著 KADOKAWA 914.6/ﾄｸﾏ 

TOKYO海月通信 中野 翠／著 毎日新聞出版 914.6/ﾅｶﾉ 

あなたがスマホを見ているとき、スマホもあなたを見ている。  

藤原 智美／著 プレジデント社 914.6/ﾌｼﾜ 

おいしい記憶 上戸 彩／著 中央公論新社 914.6  

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP1q22p9vYAhVIfrwKHYBoB1gQjRwIBw&url=http://www.silhouette-ac.com/detail.html?id%3D131741%26sw%3D%E4%BB%AE%E9%9D%A2&psig=AOvVaw2tA-UguZRt3a9-qInjPT2b&ust=1516151709371454


18 

 

◆◆◆９１４．６～９１７ 日本のエッセイ（つづき）◆◆◆ 

チェコの十二カ月 おとぎの国に暮らす 出久根 育／著 絵 理論社 915.6/ﾃｸﾈ 

インパール作戦従軍記 葦平「従軍手帖」全文翻刻  

火野 葦平／著 集英社 916/ﾋﾉ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

ゾンビたち キム ジュンヒョク／著 論創社 929.1/ｷ 

草原に黄色い花を見つける グエン・ニャット・アイン／著 

 カナリアコミュニケーションズ 929.4/ｸ 

カズオ・イシグロ読本 その深淵を暴く 別冊宝島編集部／編 宝島社 930.2/ｲ 

鏡の国のアリス ルイス・キャロル／著 亜紀書房 933/ｷ 

水底の女 レイモンド・チャンドラー／著 早川書房 933/ﾁ 

ネバーホーム レアード・ハント／著 朝日新聞出版 933/ﾊ 

小型哺乳類館 トマス・ピアース／著 早川書房 933/ﾋ 

地下鉄道 コルソン・ホワイトヘッド／著 早川書房 933/ﾎ 

魔女の水浴 上・下 ポーラ・ホーキンズ／作 アカデミー出版 933/ﾎ 

ラブラバ エルモア・レナード／著 早川書房 933/ﾚ 

アティカス、冒険と人生をくれた犬  

トム・ライアン／著 集英社インターナショナル 934/ﾗ 

ヘンリー・ミラー・コレクション １５ ヘンリー・ミラー／著 水声社 938  

ブッツァーティ短篇集 １ ディーノ・ブッツァーティ／著 東宣出版 973/ﾌ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

オーク先生の JKハーレムにようこそ！ 東 亮太／著 KADOKAWA BN/ｱｽ 

函館殺人坂 梓 林太郎／著 実業之日本社 BN/ｱｽ 

夢裡庵先生捕物帳 上・下 泡坂 妻夫／著 徳間書店 BN/ｱﾜ 

口は災いの友 井川 香四郎／著 光文社 BN/ｲｶ 

トラットリア・ラファーノ 上田 早夕里／著 角川春樹事務所 BN/ｳｴ 

ザ・ブラックカンパニー 江上 剛／著 光文社 BN/ｴｶ 

食の王様 開高 健／著 角川春樹事務所 BN/ｶｲ 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiZufHYmN7YAhVGgrwKHVhrAhUQjRwIBw&url=http://www.oofree.net/illust/illust0017.html&psig=AOvVaw22ScmaLtZ8pTqmammlhl03&ust=1516250835565836
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

知識チート VS時間ループ 葛西 伸哉／著 ホビージャパン BN/ｶｻ 

帆を上げて 廻船料理なには屋 倉阪 鬼一郎／著 徳間書店 BN/ｸﾗ 

遠山金四郎が奔る 小杉 健治／著 幻冬舎 BN/ｺｽ 

祝言日和 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

俺はバイクと放課後に 雪が降る前に草津温泉  

菅沼 拓三／著 徳間書店 BN/ｽｶ 

ニートの少女<17>に時給 650円でレベル上げさせているオンライン  

瀬尾 つかさ／著 KADOKAWA BN/ｾｵ 

異世界クエストは放課後に！ クールな先輩がオレの前だけ笑顔になるようです 

 空埜 一樹／著 ホビージャパン BN/ｿﾗ 

田中小実昌ベスト・エッセイ 田中 小実昌／著 筑摩書房 BN/ﾀﾅ 

山手線謎日和 知野 みさき／著 角川春樹事務所 BN/ﾁﾉ 

上意 鳥羽 亮／著 幻冬舎 BN/ﾄﾊ 

「ななつ星」極秘作戦 西村 京太郎／著 文藝春秋 BN/ﾆｼ 

なりたい 畠中 恵／著 新潮社 BN/ﾊﾀ 

一網打尽 濱 嘉之／著 文藝春秋 BN/ﾊﾏ 

野望の埋火 上 早見 俊／著 二見書房 BN/ﾊﾔ 

関八州御用狩り 幡 大介／著 光文社 BN/ﾊﾝ 

Ｎの悲劇 東京ー金沢殺人ライン 深谷 忠記／著 光文社 BN/ﾌｶ 

進化した猿たち The Best 星 新一／著 新潮社 BN/ﾎｼ 

われは銃火にまだ死なず ソ満国境・磨刀石に散った学徒兵たち 

 南 雅也／著 潮書房光人新社 BN/ﾐﾅ 

月影に消ゆ 森 詠／著 二見書房 BN/ﾓﾘ 

ぶたぶたラジオ 矢崎 存美／著 光文社 BN/ﾔｻ 

恋形見 山口 恵以子／著 徳間書店 BN/ﾔﾏ 

恋染め浪人 上・下 山手 樹一郎／著 コスミック出版 BN/ﾔﾏ 

ブルーブラッド 警視庁特別取締官 六道 慧／著 朝日新聞出版 BN/ﾘｸ 

南蛮菓子 和田 はつ子／著 角川春樹事務所 BN/ﾜﾀ 

文豪たちが書いた「猫」の名作短編集 彩図社文芸部／編纂 彩図社 BN  

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicz9mdptvYAhUDXbwKHUjGBZQQjRwIBw&url=https://www.silhouette-illust.com/illust/4875&psig=AOvVaw21Ttk310B7JAxZeI26jvE9&ust=1516151381228781
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

書店主フィクリーのものがたり ガブリエル・ゼヴィン／著 早川書房 B/ｾｳ 

ピーター・パンの冒険 ジェームズ・M.バリー／著 新潮社 B/ﾊﾘ 

アンネの童話 アンネ・フランク／著 文藝春秋 B/ﾌﾗ 

マノン・レスコー プレヴォ／著 光文社 B/ﾌﾚ 

第二地球作戦 クラーク・ダールトン／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

 

Ｔ 暮らし                                                

アイデアノートで普通の部屋がなぜか可愛くなる まどなお／著 KADOKAWA T0  

365日のとっておき家事 もっと暮らしやすい家と時短のしくみづくり 

 三條 凛花／著 三笠書房 T0  

幸せを呼びこむ台所そうじ きさいち 登志子／著 ソレイユ出版 T0  

大切な靴と長くつきあうための靴磨き・手入れがよくわかる本 

 様々な素材・加工・デザイン・用途別特徴と取り扱い方を紹介 

 飯野 高広／著 池田書店 T0  

残される母親が安心して暮らすための手続のすべて  

えがお相続相談室／著 秀和システム T0  

これからのシニア世代の服 ブティック社 T11  

もっと素敵に着物リフォーム  

柄や風合い、布の種類に合わせて大切な着物を華やかにリフォーム  

藤岡 幸子／著 成美堂出版 T11  

人気の悉皆屋女将に教わる初めてのリサイクル着物  

選び方&お手入れお直し 高橋 和江／監修 世界文化社 T12 

いちばんよくわかる棒針あみの小物と基礎 一年中楽しめる 

 日本ヴォーグ社 T13  

西村知子のもっともっと英語で編もう！ 西村 知子／著 日本ヴォーグ社 T13  

 

和のクロスステッチ図案帖 日本の粋なデザイン  

遠藤 佐絵子／著 日本ヴォーグ社 T15  

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwil7KWimd7YAhXKTbwKHfz-Bz4QjRwIBw&url=http://01.gatag.net/tag/%E6%AF%9B%E7%B3%B8/&psig=AOvVaw0iXabW7y_kNsjStsqxidco&ust=1516250988405709
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

手縫いで作る上質な革小物  

革製品ブランドが提案するシンプルな構造の 24アイテム 

 .URUKUST／編 日本ヴォーグ社 T19 

はじめてでも簡単にできる小さな袋もの 大切な思い出を包む 

 永井 亜希乃／著 世界文化社 T19  

ラ メルヘン・テープで作る大人スタイルのバッグ  

メルヘンアートクリエイティブチーム／著 河出書房新社 T19  

犬のしつけパーフェクト BOOK 中西 典子／監修 ナツメ社 T3  

ヒョウモントカゲモドキ 爬虫類・両生類☆飼い方上手になれる！ 

 佐々木 浩之／著 誠文堂新光社 T3  

有元葉子 のり、わかめ、ひじき、昆布、もずく  

有元葉子の和の食材 有元 葉子／著 家の光協会 T41  

愛しのから揚げレシピ 94 今井 亮／著 立東舎 T41  

おうちでおいしい基本の中華 フライパンで今すぐ！本格味 

 主婦の友社／編 主婦の友社 T41  

ニュースタイルレシピ  

素材×色×形の組み合わせで、いつもの料理がおしゃれに 

 金子 ふみえ／著 主婦と生活社 T41  

THE男前燻製レシピ 77 煙の魔法で、自信満々のおいしさ！ 

 岡野 永佑／著 山と溪谷社 T43  

ちょこっと楽しむ保存食 少量だから手軽でおいしい  

伊藤 玲子／著 家の光協会 T43  

へたおやつ 小麦粉を使わない白崎茶会のはじめてレシピ  

白崎 裕子／著 マガジンハウス T46  

ムラヨシマサユキのお菓子 くりかえし作りたい定番レシピ 

 ムラヨシ マサユキ／著 西東社 T46  

今日からの美味しいコーヒー 「トーチ」のドリッパーで淹れる自分の一杯 

 中林 孝之／著 文化学園文化出版局 T47  

小屋大全 夢の手作り小屋を実現しよう！ 西野 弘章／著 山と溪谷社 T5  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

おいしく実る！果樹の育て方 はじめてでも失敗しないおいしい果物のつくり方 

 三輪 正幸／著 新星出版社 T6  

土壌・肥料の基本とつくり方・使い方 図解でわかる  

加藤 哲郎／監修 ナツメ社 T6  

すくすくスケッチ 杉浦 さやか／著 祥伝社 T8  

ほんとうに頭がよくなる世界最高の子ども英語  

わが子の語学力のために親ができること全て！  

斉藤 淳／著 ダイヤモンド社 T9  

 

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

新選組 幕末をかけぬけた剣豪集団 大石 学／監修 学研プラス SB5.89  

地方議員を問う 自治・地域再生を目指して 梅本 清一／著 論創社 SJ0  

全国学校総覧 2018年版 全国学校データ研究所／編 原書房 SU2  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

現代用語の基礎知識 2018 自由国民社／編集 自由国民社 R031  

文学賞受賞作品総覧 児童文学・絵本篇 

 日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ R909  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- お問い合わせは、お近くの図書館へ ----- 

中央図書館   ５８６－０５８４ 

（障害者サービス ５８１－７６１２）  

高幡図書館   ５９１－７３２２ 

日野図書館  ５８４－０４６７ 

多摩平図書館 ５８３－２５６１   

平山図書館    ５９１－７７７２ 

百草図書館    ５９４－４６４６  

市政図書室   ５１４－８８４０  

移動図書館    ５８６－０５８４（中央図書館内） 
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月刊『数学セミナー』  日本評論社  

 

皆さんは「カオス水車」をご存知でしょうか？ 

それから、皆さんは水をなみなみと注いだコップに 1 円玉を浮かべられますか？ 

 何の一貫性もない質問に見えますが、実は両方とも数学の雑誌で扱われているものです。 

 その雑誌の名前は『数学セミナー』。日野市では中央図書館で 1 冊のみ所蔵、各号の貸出

は年 3 回くらいの、なかなかにニッチな雑誌です。分館をご利用の方には、知らない方も

多いのではないでしょうか？ かくいう私も、雑誌を扱うようになってから初めて知りま

した。 

 この『数学セミナー』という雑誌。名前から敬遠したくなりがちですが、見てみると面白

いんです。特におすすめなのは、「表紙の裏側」というコーナー。2017 年度から始まった

コーナーです。コップに 1 円玉を浮かせるだとか、おもりを付けたコインを机で回すと途

中から逆立ちするだとか、雑学的なコーナーです。数学が得意でない私も毎号チェックして

しまうくらい面白いです。パズルも載っているのですが、これも楽しい。難しい記事もあり

ますが、その中で知っていること・分かることを探すのも楽しいです。 

読めば世界の見方が増えますし、ちょっとした雑談のネタにもなるかも……？ 

 図書館では 3 年分所蔵しているので、是非手にとって見てください。(Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月のおはなし会 
会 場 

（問合せ先） 
日 程 0～2歳児 3～未就学児 小学生以上 

中央図書館 

（586-0584） 

１４日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

２２日（木） 10：30～ ― ― 

高幡図書館 

（591-7322） 

７日（水） 
15：00～ 15：30～ 16：00～ 

２１日（水） 

多摩平図書館 

（583-2561） 

８日（木） 10：30～ ― ― 

２８日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

平山図書館 

（591-7772） 
１５日（木） 10：30～ ― ― 

百草図書館 

（594-4646） 
２３日（金） 15：00～ 15：30～ 16：00～ 

【ひよこタイム】   10時～１２時。乳幼児連れの方が、気兼ねなく利用できる時間です。 

図書館員の本箱 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwixxaPKo9vYAhUDW7wKHZIwDCgQjRwIBw&url=http://sozaiya3.net/%EF%BC%92%E6%9C%88%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88/post-3483/&psig=AOvVaw2xBtawxuu3hddsLpxQilt7&ust=1516150662297773
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwixxaPKo9vYAhUDW7wKHZIwDCgQjRwIBw&url=http://sozaiya3.net/%EF%BC%92%E6%9C%88%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88/post-3483/&psig=AOvVaw2xBtawxuu3hddsLpxQilt7&ust=1516150662297773
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjjldbDpNvYAhXHwbwKHTh-DkYQjRwIBw&url=http://publicdomainq.net/tag/%E6%95%B0%E5%AD%A6%EF%BC%88%E7%AE%97%E6%95%B0%EF%BC%89/?ssort%3D_ratings_score-pm%26sdir%3Ddesc&psig=AOvVaw0tyJ965qNvHnljs8LnAtMF&ust=1516150903946638
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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 

1 日   

 

15 日 

1 日 

 

15 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 

2 日 

 

16 日 

2 日 

 

16 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  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

8 日   

 

22 日 

8 日   

 

22 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 

9 日  

 

23 日 

9 日 

 

23 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 ２月・３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。 

☆紹介した新しい本のほかにも、この作家の本や特定の内容など、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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