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中央・高幡・日野 

多摩平・平山・百草（月曜日） 
5日 12日 19日 26日  

市政図書室（日曜日・祝日） 4日 11日 18日 21日 25日 

２０１８年 ３月 №223 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp 

今月のひろば 
P.2  3月はおたのしみ会 

P.3  点字の読み書きを体験してみませんか？春の点字体験ひろば 

P.4  3月展示「いのちを大切に」 

P.6  日野宿発見隊 まち歩き会 「日野宿の野草を探しに」 

P.7  図書館に入った新しい本 

P.26 移動図書館ひまわり号新巡回場所：旭が丘地区センター 

P.27 ヤングスタッフの本箱 

P.28 移動図書館ひまわり号巡回日程 

＊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 

3月の休館日 
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※おはなし会もあります！ 3月 7日（水）15：00～ 高幡図書館 きてね！ 

会場 
日程 0～2才児 

３才～ 
未就学児 

小学生 
以上 （問合せ先） 

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） 
２８日（水） 15：00～ 15：30～ 16：00～ 

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～ 

３月はおたのしみ会 
０・１・２才・・・「おみやげ」を持って帰ってね。 

３才から・・・工作
こうさく

 「出てこいウサギ」をつくろう。 

小学生以上
いじょう

・・・工作
こうさく

 「紙コップのどうぶつ」をつくろう。 

３月はいつものおはなし会とは

ちがうとくべつプログラムです 
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点字
て ん じ

の読み書き
よ み か き

を体験
たいけん

してみませんか？ 

春

はる

の点字

てんじ

体 験

たいけん

ひろば 
 

 
 

目
め

の不自由
ふ じ ゆ う

な人
ひと

が使う
つ か う

文字
も じ

「点字
て ん じ

」を、打ったり
う っ た り

読んだり
よ ん だ り

できます。 

 

 

日時：3月 14日（水）14時～15時 

場所：日野
ひ の

市立
し り つ

中央
ちゅうおう

図書館
としょかん

集会室
しゅうかいしつ

 

申し込みはいりません。 

問い合わせ先：日野市立図書館障害者サービス担当 

電話：０４２－５８１－７６１２ 

点字のしおりも作れるよ！！ 

「ひのっ子」

は点字だと 

こうなるよ！ 
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自殺対策強化月間（3月） 

3 月展示「いのちを大切に」 

 

 

 

例年、月別自殺者数が最も多い 3月は、「自殺対策強化月間」に定め

られています。 

高幡図書館・日野図書館・多摩平図書館の３館では、「自殺防止」に

関する展示を行います。そのテーマと、展示本の一部をご紹介します。 
 

それでいい。 
 

「絶望名人カフカの人生論」フランツ・カフカ／著 

頭木 弘樹／編訳 飛鳥新社 2011年 944/ｶ 

 絶望の淵を歩きながらも生き続けた作家・カフカ。彼の言葉を、カフカの評

論・翻訳を行っている筆者が、ユーモアも交えて紹介しています。元気になり

たいけれど、今は明るい歌が聴けないあなたへ。 
 

「ぼちぼちいこか （英語でも読める）」 
マイク・セイラー／さく ロバート・グロスマン／え 

 いまえ よしとも／やく 偕成社 2011年 P/ｸ 

何をやっても失敗ばかりのかばくん。でも、まあ、ぼちぼちいこか。うまく

いかない自分を、ほんのり照らしてくれるような絵本です。 
 

「ちいさなてのひらでも」 
やなせ たかし／著 双葉社 2011年 911.5/ﾔ 

やわらかいイラストが添えられた小さな詩集。作者は「アンパンマン」の生

みの親、やなせたかしさん。巻末のインタビュー「生きているから悲しい、生

きているからうれしい」にも、生きることへの想いが詰まっています。 

 

よりそう言葉 

「さよならのあとで」 ヘンリー・スコット・ホランド／詩 高橋 和枝／絵 

 夏葉社 2012年 931/ﾎ 

死別のかなしみのなかにいる人のために作られた本。この本が作られた経

緯が記された、『あしたから出版社』（島田潤一郎／著 晶文社 2014 年）も

おすすめします。 

高幡図書館 

日野図書館 
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「美しい街」 
尾形 亀之助／著 夏葉社 2017年 911.5/ｵ 

巻末エッセイに能町みね子さんが書いたように、誰かにとっての希望となる

言葉がつづられています。余白に自由な風が吹いています。 
 

「ぜんまい屋の葉書」 
金田 理恵／著 筑摩書房 1991年 914.6/ｶ 

はる、なつ、あき、ふゆ。四季のうつりかわりや日々の暮らしがもたらすさ

さやかなよいことが、人の気持ちをあたためている。 
 

 

 

すこし道草（ミチクサ）しませんか？ 

～ちょっぴり疲れてしまったあなたへ 
 

「生きづらい世界で自由に生きる方法」  
宝島社 2012年 ﾔﾝｸﾞ 159 

過酷な自然界で生きる動物たち。そんな彼らの様々な表情、しぐさを映し出

した写真と添えられたひとことを眺めて、しばしゆったりした時を･･･。 
 

「今の働き方が「しんどい」と思ったときのがんばらない技術 

 完全主義を手ばなす 35の処方箋」 
西多 昌規／著 ダイヤモンド社 2012年 498.8 

「がんばりすぎ」で疲れ果ててしまう人に向け「マイナスの完全主義」から

「プラスの完全主義」へとリセットする、具体的な方法が記されています。こ

んな風に視点を変えることにより心が楽になることも･･･。 
 

「大きらいなやつがいる君のためのリベンジマニュアル」 
豊島 ミホ／著 岩波書店 2015年 ﾔﾝｸﾞ 150 

周囲から理不尽に傷つけられたことにより、1 年半あまりの保健室登校

をせざるを得なかった著者。当時を振り返り自分の言葉で語ります。 

 

 
 

 

多摩平図書館 

---------------- 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 
 

http://4.bp.blogspot.com/-Z0dFEth48BM/Viio5inY2KI/AAAAAAAAzqw/cnQtb0ahN2E/s800/cat_tonkinese.png
http://3.bp.blogspot.com/-C0RSkjRoVD0/VhHgqh1r39I/AAAAAAAAzBo/uRrvZLGrBDk/s800/yuuyake_yama.png
http://4.bp.blogspot.com/-WUIXynrVZmA/WFo_Q56EZlI/AAAAAAABAk0/Kvnno-1nl1kM44fDyhJVm4Reej4zeFLfQCLcB/s800/school_girl_cry_walk.png
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日野宿発見隊第 82 弾 

 

日野宿の野草を探しに   

 

春はすぐそこに。 

日野宿周辺の野草を探しに 

でかけませんか。 

 

 

開催日：平成３０年３月２６日（月）９時半から正午 

まち歩きエリア：日野宿周辺   

集合場所：日野図書館駐車場（日野本町７―５―１４） 

定員：１０名 

申込期間：３月８日（木）～３月２２日（木） 

申込方法：日野図書館へ電話または来館 

その他：小学３年生以下の方は保護者同伴で 

 【申込・問い合わせ】 日野図書館（日野宿発見隊事務局）  

            電話 ０４２‐５８４‐０４６７ 

 

 

 http://www.hinoshuku.com 

 

まち歩き会 

http://hinoshuku.com/index.html
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 図書館に入った 新 し い 本 
12月 22日から 1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                                       

「本を売る」という仕事 書店を歩く 長岡 義幸／著 潮出版社 024  

『週刊文春』と『週刊新潮』 闘うメディアの全内幕  

花田 紀凱／著 PHP研究所 051  

幻の雑誌が語る戦争 『月刊毎日』『国際女性』『新生活』『想苑』 

石川 巧／著 青土社 051  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

幸福について ショーペンハウアー／著 光文社 134.5  

なぜ世界は存在しないのか マルクス・ガブリエル／著 講談社 134.9  

愛する人を失ったときあなたに起こること  

グリーフケアに学ぶ、深い悲しみの癒やし方  

   松家 かおり／著 日貿出版社 141.6  

心理カウンセラーをめざす人の本 '18年版  

必要な適性、活躍のフィールド、職場の実際がわかる！  

新川田 譲／監修 成美堂出版 146.3  

描画からわかる子どもの危機と成長のサイン  

加藤 孝正／監修 黎明書房 146.8  

“理由のない不安”を一瞬で消す方法  

手に負えない感情が、すぐ楽になる！  

高牟禮 憲司／著 主婦の友社 146.8 

一流の老人 山崎 武也／著 幻冬舎 159  

http://www.irasutoya.com/2013/09/blog-post_4710.html
http://www.irasutoya.com/2013/09/blog-post_4710.html
http://www.irasutoya.com/2016/04/blog-post_23.html
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◆◆◆１００ 哲学・心理学・宗教（つづき）◆◆◆ 

人生アドリブ活用術 88の「愛言葉」 杜 けあき／著 講談社 159  

まいにちをよくする 500の言葉  

松浦 弥太郎／文 PHPエディターズ・グループ 159  

年表でわかる現代の社会と宗教 渡邊 直樹／責任編集 平凡社 160.2  

御朱印さんぽ関東の寺社 ぶらり日帰りで、運気アップ！ 

 JTBパブリッシング 185.9  

禅、心がほっとする考え方 こんな「発想の転換」ができれば、うまくいく  

柿沼 忍昭／著 三笠書房 188.8  

ノアの箱舟の真実 「大洪水伝説」をさかのぼる  

アーヴィング・フィンケル／著 明石書店 193  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

最強の帝国 覇者たちの世界史 日経ナショナルジオグラフィック社 209  

日本史のツボ 本郷 和人／著 文藝春秋 210.1  

これなら読める！くずし字・古文書入門 小林 正博／編 潮出版社 210.2  

古代国家の土地計画 条里プランを読み解く  

金田 章裕／著 吉川弘文館 213  

古代史講義 邪馬台国から平安時代まで 佐藤 信／編 筑摩書房 213  

政府に尋問の筋これあり 西郷隆盛の誤算  

鈴木 荘一／著 毎日ワンズ 215.8  

1968 １ 四方田 犬彦／編著 筑摩書房 217.6  

ポスト・オリエンタリズム テロの時代における知と権力  

ハミッド・ダバシ／著 作品社 220  

日本人が知らない満洲国の真実  封印された歴史と日本の貢献  

宮脇 淳子／著 扶桑社 222.5  

隠れナチを探し出せ 忘却に抗ったナチ・ハンターたちの戦い 

アンドリュー・ナゴルスキ／著 亜紀書房 234  

http://www.irasutoya.com/2017/08/blog-post_106.html
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

時代を変えた「同級生」たち あなたと同い年の有名人は誰でしょう？  

文藝春秋 280  

日本人だけが知らない世界から尊敬される日本人  

ケント・ギルバート／著 SBクリエイティブ 281  

九条兼実 貴族がみた『平家物語』と内乱の時代  

樋口 健太郎／著 戎光祥出版 281/ｸ 

ふつうをつくる 暮らしのデザイナー桑澤洋子の物語  

沢 良子／著 美術出版社 281/ｸ 

ご先祖様、ただいま捜索中！ あなたのルーツもたどれます 

丸山 学／著 中央公論新社 288.2  

世界「奇景」探索百科  

ヨーロッパ・アジア・アフリカ編 南北アメリカ・オセアニア編 

ジョシュア・フォア／著 原書房 290.9  

旅と雑貨とデザインと センスがつながるくらし方  

森井 ユカ／著 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9  

ヨーロッパ鉄道時刻表 2018年冬ダイヤ号 日本語解説版 

『地球の歩き方』編集室／日本語解説版著作編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9  

工場見学へ行こう 首都圏 JTBパブリッシング 291  

五街道ウォークのすすめ 健康が歩いてやってくる！  

八木 牧夫／著 山と溪谷社 291  

首都圏発お散歩もお泊まりもペットといっしょ！ '18 昭文社 291  

道の駅完全ガイド 2018 全国版 交通タイムス社 291  

おとなの温泉宿ベストセレクション 100 東海・北陸・信州 昭文社 291  

一度は行きたい日本の町並み集落 昭文社 291  

地図で楽しむすごい北海道 都道府県研究会／著 洋泉社 291.1  

散策&観賞東京編 2018最新版  

東京見学・体験スポットガイド ユニプラン 291.36  

http://www.irasutoya.com/2015/05/blog-post_97.html
http://www.irasutoya.com/2015/05/blog-post_97.html


10 

 

◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

東京「スリバチ」地形散歩 多摩武蔵野編  

凹凸を楽しむ 皆川 典久／著 洋泉社 291.36  

東京都内乗合バス・ルートあんない No.20('18-'19年版)  

東京バス協会／監修 JTBパブリッシング 291.36  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

「未解」のアフリカ 欺瞞のヨーロッパ史観 石川 薫／著 勁草書房 302.4  

一触即発の世界 佐藤優の地政学リスク講座  

佐藤 優／著 時事通信出版局 304/ｻ 

最強の生産性革命  時代遅れのルールにしばられない 38の教訓  

竹中 平蔵／著 PHP研究所 304/ﾀ 

東日本の部落史 ２・３ 東日本部落解放研究所／編 現代書館 316.3  

朝鮮半島終焉の舞台裏 高橋 洋一／著 扶桑社 319.21  

チベット自由への闘い  

ダライ・ラマ 14世、ロブサン・センゲ首相との対話  

櫻井 よしこ／著 PHP研究所 319.22  

いま、「非戦」を掲げる 西谷修対談集 西谷 修／著 青土社 319.8  

核戦争の瀬戸際で ウィリアム・J.ペリー／著 東京堂出版 319.8  

天皇は本当にただの象徴に堕ちたのか 変わらぬ皇統の重み 

 竹田 恒泰／著 PHP研究所 323.1  

裁判の原点 社会を動かす法学入門 大屋 雄裕／著 河出書房新社 327  

告白 ある PKO隊員の死・23年目の真実 旗手 啓介／著 講談社 329.5  

避けられたかもしれない戦争 21世紀の紛争と平和  

ジャン＝マリー・ゲーノ／著 東洋経済新報社 329.5  

英語の経済指標・情報の読み方 お金の運用のプロがやっている！  

北都 光／著 アルク 330.4/ﾎ 

一番わかりやすい日本経済入門 塚崎 公義／著 河出書房新社 332.1  

http://www.irasutoya.com/2014/01/blog-post_1312.html
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

事例とケースでわかるビジネスモデルの基本  

末吉 孝生／著 ソシム 336.1  

世界一やさしい右脳型問題解決の授業 creative problem solving kids  

渡辺 健介／著 ダイヤモンド社 336.1  

なぜ戦略の落とし穴にはまるのか  

伊丹 敬之／著 日本経済新聞出版社 336.1  

論理的思考力が 6時間で身につく本 楽しみながらステップアップ！  

北村 良子／著 大和出版 336.4  

いちばんわかりやすいはじめての簿記入門 マンガ&図解  

柴山 政行／著 成美堂出版 336.9  

知識ゼロからのビットコイン・仮想通貨入門 廣末 紀之／著 幻冬舎 338  

マインド・ザ・ギャップ！日本とイギリスの<すきま>  

コリン・ジョイス／著 NHK出版 361.4  

人と会っても疲れないコミュ障のための聴き方・話し方  

印南 敦史／著 日本実業出版社 361.5  

図解知識ゼロからはじめる iDeCo<個人型確定拠出年金 >の入門書 

大江 加代／著 ソシム 364.6  

空き家問題解決のための政策法務 法施行後の現状と対策 

 北村 喜宣／著 第一法規 365.3  

カッコいい資格図鑑 絶対取るべき 400種  

鈴木 秀明／監修 主婦の友社 366.2  

働く女子のキャリア格差 国保 祥子／著 筑摩書房 366.3  

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  

おひとりさま vs.ひとりの哲学 山折 哲雄／著 朝日新聞出版 367.9  

 

http://www.irasutoya.com/2015/05/blog-post_321.html
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

誰も置き去りにしない社会へ 貧困・格差の現場から  

平松 知子／著 新日本出版社 368.2  

奨学金借りるとき返すときに読む本 柴田 武男／編 弘文堂 373.4  

どんな人でも頭が良くなる世界に一つだけの勉強法  

坪田 信貴／著 PHP研究所 375.1  

英語教育の危機 鳥飼 玖美子／著 筑摩書房 375.8  

保育で大活躍！もっと楽しい！手袋シアター  

amicoさんのかわいい手袋が大集合！ amico／著 ナツメ社 376.1  

保育士という生き方 井上 さく子／著 イースト・プレス 376.1  

発達が気になる子へのスモールステップではじめる生活動作の教え方 

鴨下 賢一／著 中央法規出版 378  

日本現代怪異事典 朝里 樹／著 笠間書院 388.1  

戦争とトラウマ 不可視化された日本兵の戦争神経症  

中村 江里／著 吉川弘文館 394  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

ひらめきを生む「算数」思考術 問題解決力を高める厳選 43題 

安藤 久雄／著 講談社 410.7 

方程式のガロア群 深遠な解の仕組みを理解する  

金 重明／著 講談社 411.7  

低次元の幾何からポアンカレ予想へ 世紀の難問が解決されるまで  

市原 一裕／著 技術評論社 415.6  

卜部の高校化学の教科書 卜部 吉庸／著 三省堂 430  

地質学でわかる！恐竜と化石が教えてくれる世界の成り立ち 

 芝原 暁彦／著 実業之日本社 450  

生きものは円柱形 本川 達雄／著 NHK出版 460.4/ﾓ 

 

http://www.irasutoya.com/2016/04/blog-post_157.html
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

猫はこうして地球を征服した  人の脳からインターネット、生態系まで  

アビゲイル・タッカー／著 インターシフト 489.5  

いのちを呼びさますもの ひとのこころとからだ  

稲葉 俊郎／著 KTC中央出版 490.4/ｲ 

人類の進化が病を生んだ  

ジェレミー・テイラー／著 河出書房新社 491.69  

こころの病に挑んだ知の巨人  

森田正馬・土居健郎・河合隼雄・木村敏・中井久夫  

山竹 伸二／著 筑摩書房 493.7  

中井久夫集 ５ 中井 久夫／著 みすず書房 493.7  

スマホゲーム依存症 樋口 進／著 内外出版社 493.74  

こころは内臓である スキゾフレニアを腑分けする  

計見 一雄／著 講談社 493.76  

虐待が脳を変える 脳科学者からのメッセージ  

友田 明美／著 新曜社 493.93  

抗がん剤・放射線治療と食事のくふう がん患者さんと家族のための  

山口 建／監修 女子栄養大学出版部 494.5  

オトナ女子あばれるカラダとのつきあい方 マリ先生の健康教室 

 常喜 眞理／著 すばる舎 495  

医療事故に「遭わない」「負けない」「諦めない」  

石黒 麻利子／著 扶桑社 498.12  

自律神経をリセットする太陽の浴び方  

幸せホルモン、セロトニンと日光浴で健康に  

有田 秀穂／著 山と溪谷社 498.3  

甘いもの中毒 私たちを蝕む「マイルド・ドラッグ」の正体  

宗田 哲男／著 朝日新聞出版 498.58  

 

http://www.irasutoya.com/2017/09/blog-post_763.html
http://www.irasutoya.com/2017/12/blog-post_55.html


14 

 

◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆ 

市販薬は成分表示だけ見ればいい  

専門家が教える最新成分から漢方まで“もっと効く”薬の選び方  

岩井 浩／著 誠文堂新光社 499.1  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

ロボット-それは人類の敵か、味方か  

日本復活のカギを握る、ロボティクスのすべて  

中嶋 秀朗／著 ダイヤモンド社 501.9  

コンゴ共和国マルミミゾウとホタルの行き交う森から  

西原 智昭／著 現代書館 519.84  

図解雨漏り事件簿 原因調査と対策のポイント  

玉水 新吾／著 学芸出版社 524.8  

東京の名教会さんぽ 心が洗われる東京の美しい聖堂  

鈴木 元彦／著 エクスナレッジ 526.1  

ロボットキットで学ぶ機械工学 「機械」を作るための基礎知識！ 

 馬場 政勝／著 工学社 530  

“サイズ公差”と“幾何公差”を用いた機械図面の表し方  

小池 忠男／著 日刊工業新聞社 531.9  

トヨタ物語 強さとは「自分で考え、動く現場」を育てることだ 

 野地 秩嘉／著 日経 BP社 537  

小水力発電が地域を救う 日本を明るくする広大なフロンティア  

中島 大／著 東洋経済新報社 543.3  

漂流するトモダチ アメリカの被ばく裁判  

田井中 雅人／著 朝日新聞出版 543.4  

スローオーディオ No.２ アナログプレーヤー/真空管アンプ/ 

自作スピーカー/ヴィンテージオーディオ  

シーディージャーナル 547.3  

http://www.irasutoya.com/2015/04/blog-post_98.html
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◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 

サイバー攻撃 ネット世界の裏側で起きていること  

中島 明日香／著 講談社 548.3  

今すぐ使えるかんたん Windows 10 オンサイト／著 技術評論社 548.4  

できるゼロからはじめる Android タブレット超入門  

すべての Androidタブレットに対応！ 法林 岳之／著 インプレス 548.7  

電子工作パーフェクトガイド  

工作テクニックと電子部品・回路・マイコンボードの知識が身につく  

伊藤 尚未／著 誠文堂新光社 549  

えっ！そうなの？！私たちを包み込む化学物質  

浦野 紘平／共著 コロナ社 574  

鉋削りの技法 1/1000ミリを究める薄削りの極意を知る  

削ろう会／監修 誠文堂新光社 583.8  

すべてはおいしさのために 河田 勝彦／著 自然食通信社 588.3 

シードルの事典  

海外のブランドから国産まで りんご酒の魅力、文化、生産者を紹介  

小野 司／監修 誠文堂新光社 588.5  

日本の伝統 発酵の科学 微生物が生み出す「旨さ」の秘密  

中島 春紫／著 講談社 588.5  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

みんなでつくるフェノロジーカレンダー 地域おこしに役立つ！ 

 日本エコツーリズム協会フェノロジーカレンダー研究会／著 

 旬報社 601.1  

英国王立園芸協会とたのしむ植物のふしぎ  

ガイ・バーター／著 河出書房新社 620.4/ﾊ 

矢口新の短期トレード教室 転換点を見極め、利益を残す方法を学ぶ  

矢口 新／著 パンローリング 676.3  

http://www.irasutoya.com/2013/02/blog-post_8873.html
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◆◆◆６００ 産業・交通・通信（つづき）◆◆◆ 

人為バブルの終わり 2018年、日本を襲う超円高・株安・デフレの正体  

若林 栄四／著 ビジネス社 676.7  

新幹線ｅｘｐｌｏｒｅｒ ｖｏｌ．４６ イカロス出版 686.21  

夜行列車よ永遠に 人気ブルートレインから記憶に残る名列車まで  

「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 686.21  

首都圏の地下鉄 ビジュアルガイド イカロス出版 686.21  

地形を感じる駅名の秘密東京周辺 内田 宗治／著 実業之日本社 686.5  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

天才と凡才の時代 ルネサンス芸術家奇譚  

秋山 聰／著 芸術新聞社 702  

企画展だけじゃもったいない日本の美術館めぐり  

浦島 茂世／著 G.B. 706.9  

藤田嗣治手紙の森へ 林 洋子／著 集英社 723.8/ﾌ 

消えたベラスケス ローラ・カミング／著 柏書房 723.8/ﾍ 

色えんぴつでイラスト 12色ではじめる色あそび  

ふじわら てるえ／著 誠文堂新光社 725.5  

岡上淑子全作品 岡上 淑子／著 河出書房新社 726.9  

基本の和紙ちぎり絵 和紙をちぎって貼ってきれいに飾れる 

 田中 悠子／講師 主婦の友社 726.9  

誰も教えてくれないデザインの基本  

どんな仕事にも役立つ一生モノのデザイン力が身に付く本  

細山田デザイン事務所／著 エクスナレッジ 727  

カメラはじめます！ こいし ゆうか／著 サンクチュアリ出版 743  

大人の箸袋おりがみ コミュ力が必ず上がる！  

しがり朗／著 主婦の友社 754.9  

 

http://www.irasutoya.com/2012/11/blog-post_3952.html
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

おりがみパズル  

かんたんなパーツを組み合わせて作る思いもよらない楽しい模様  

大原 まゆみ／著 日本ヴォーグ社 754.9  

大量生産品のデザイン論 経済と文化を分けない思考  

佐藤 卓／著 PHP研究所 757  

オッペケペー節と明治 永嶺 重敏／著 文藝春秋 767.8  

ゴールをぶっ壊せ 夢の向こう側までたどり着く技術  

影山 ヒロノブ／著 中央公論新社 767.8  

日本語ラップ・インタビューズ いとう せいこう／著 青土社 767.8  

文楽のすゝめ 竹本 織太夫／監修 実業之日本社 777.1  

厳選あのころの日本映画 101 いまこそ観たい名作・問題作 

 立花 珠樹／著 言視舎 778.21  

いちのすけのまくら 春風亭 一之輔／著 朝日新聞出版 779.1  

柳家小三治の落語 ８ 柳家 小三治／著 小学館 779.1  

正確性と美しさを磨く！女子体操競技上達のポイント 50  

坂本 周次／監修 メイツ出版 781  

生きつづける言葉 情と知で動かす 平尾 誠二／著 PHP研究所 783.4  

野村のイチロー論 野村 克也／著 幻冬舎 783.7  

羽生結弦は助走をしない 誰も書かなかったフィギュアの世界 

 高山 真／著 集英社 784.6  

ジャック中根のクライミング道場 目からウロコが 50枚  

中根 穂高／著 山と溪谷社 786.1  

登山者のための法律入門 山の法的トラブルを回避する  

溝手 康史／著 山と溪谷社 786.1  

ロードバイク最速チューンナップ&メンテナンス徹底ガイド  

小畑 郁／監修 洋泉社 786.5  

戦国武将茶人 ビジュアル版 桑田 忠親／著 宮帯出版社(発売) 791.2  

http://www.irasutoya.com/2013/05/blog-post_9028.html
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

アベレージ 180 を超える！ボウリング最強入門バイブル  

姫路 麗／監修 メイツ出版 794.9  

初段突破楽に勝てる石の形 三村 智保／著 NHK出版 795  

New！いちばんたのしいレクリエーションゲーム  

小山 混／著 主婦の友社 798  

 

８００ 語学                                                        

雨かんむり漢字読本 円満字 二郎／著 草思社 821.2  

マジカルチャプターブックガイド 中学英語で読める海外児童書の世界  

なかなかこ／著 経済界 837.5  

接遇英語のプロが教える「出だし」だけ+ジェスチャーから 

はじめるおもてなし英語 中野 美夏子／著 アルク 837.8  

品格のある英語は武器になる  

覚えるだけで「できる人」に見える英語フレーズ集  

マヤ・バーダマン／著 宝島社 837.8  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

漱石と明治 水川 隆夫／著 文理閣 910.2/ﾅ 

松本清張「隠蔽と暴露」の作家 高橋 敏夫／著 集英社 910.2/ﾏ 

日本近現代文学における羊の表象 漱石から春樹まで  

江口 真規／著 彩流社 910.26  

ペンの力 浅田 次郎／著 集英社 910.26  

あなたと短歌 永田 和宏／著 朝日新聞出版 911.1  

浮き世離れの哲学よりも憂き世楽しむ川柳都々逸  

坂崎 重盛／著 中央公論新社 911.4  

「在日」を生きる ある詩人の闘争史 金 時鐘／著 集英社 911.5/ｷ 

 

http://www.irasutoya.com/2013/11/blog-post_3659.html
http://www.irasutoya.com/2013/09/blog-post_16.html


19 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

オーパーツ死を招く至宝 蒼井 碧／著 宝島社 913.6/ｱｵｲ 

お母さんと子どもの愛の時間 石川 結貴／著 花伝社 913.6/ｲｼｶ 

海馬の尻尾 荻原 浩／著 光文社 913.6/ｵｷﾜ 

それ自体が奇跡 小野寺 史宜／著 講談社 913.6/ｵﾉﾃ 

新宿ナイチンゲール 小原 周子／著 講談社 913.6/ｵﾊﾗ 

父子(おやこ)ゆえ 摺師安次郎人情暦  

梶 よう子／著 角川春樹事務所 913.6/ｶｼ 

七色結び 神田 茜／著 光文社 913.6/ｶﾝﾀ 

竹林精舎 玄侑 宗久／著 朝日新聞出版 913.6/ｹﾝﾕ 

復活の日 小松 左京／著 早川書房 913.6/ｺﾏﾂ 

英龍伝 佐々木 譲／著 毎日新聞出版 913.6/ｻｻｷ 

ハリケーン 高嶋 哲夫／著 幻冬舎 913.6/ﾀｶｼ 

最高のおもてなし！ 竹田 新／著 幻冬舎 913.6/ﾀｹﾀ 

コルト M1847羽衣 月村 了衛／著 文藝春秋 913.6/ﾂｷﾑ 

映画化決定 友井 羊／著 朝日新聞出版 913.6/ﾄﾓｲ 

掟上今日子の色見本 西尾 維新／著 講談社 913.6/ﾆｼｵ 

十津川警部出雲伝説と木次線 長編トラベル・ミステリー 

 西村 京太郎／著 実業之日本社 913.6/ﾆｼﾑ 

夜更けの川に落葉は流れて 西村 賢太／著 講談社 913.6/ﾆｼﾑ 

あるミアタリの女 監察の神 弐藤 水流／著 光文社 913.6/ﾆﾄｳ 

元禄六花撰 野口 武彦／著 講談社 913.6/ﾉｸﾁ 

九十八歳になった私 橋本 治／著 講談社 913.6/ﾊｼﾓ 

蒼き山嶺 馳 星周／著 光文社 913.6/ﾊｾ 

ゴーフォワード！ 櫻木学院高校ラグビー部の熱闘  

花形 みつる／著 ポプラ社 913.6/ﾊﾅｶ 

風神の手 道尾 秀介／著 朝日新聞出版 913.6/ﾐﾁｵ 

婚約迷走中 群 ようこ／著 角川春樹事務所 913.6/ﾑﾚ 

http://www.irasutoya.com/2015/08/blog-post_899.html
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

明日の約束 下 古家 和尚／脚本 KADOKAWA 913.6/ﾓﾓｾ 

ガラス玉遊戯 諸井 学／著 ほおずき書籍 913.6/ﾓﾛｲ 

牛天神 山本 一力／著 文藝春秋 913.6/ﾔﾏﾓ 

幕末ダウンタウン 吉森 大祐／著 講談社 913.6/ﾖｼﾓ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

ダニ博士のつぶやき 青木 淳一／著 論創社 914.6/ｱｵｷ 

文字に美はありや。 伊集院 静／著 文藝春秋 914.6/ｲｼﾕ 

ペコロスの母の忘れもの 岡野 雄一／著 朝日新聞出版 914.6/ｵｶﾉ 

珈琲が呼ぶ 片岡 義男／著 光文社 914.6/ｶﾀｵ 

14歳ホステスから年商 10億の IT社長へ  

久田 真紀子／著 PHP研究所 914.6/ｸﾎﾀ 

こんな生き方もある 佐藤 愛子／著 KADOKAWA 914.6/ｻﾄｳ 

オッパイ入門 東海林 さだお／著 文藝春秋 914.6/ｼﾖｳ 

人は怖くて噓をつく 曽野 綾子／著 扶桑社 914.6/ｿﾉ 

病気自慢 からだの履歴書  

玉村 豊男／著 世界文化クリエイティブ 914.6/ﾀﾏﾑ 

右であれ左であれ、思想はネットでは伝わらない。  

坪内 祐三／著 幻戯書房 914.6/ﾂﾎｳ 

白百 原 研哉／著 中央公論新社 914.6/ﾊﾗ 

ヨーロッパの死 未完連載集 福田 和也／著 青土社 914.6/ﾌｸﾀ 

常識は凡人のもの 藤原 正彦／著 新潮社 914.6/ﾌｼﾜ 

ヒマラヤに呼ばれて この世に偶然はない  

さとう まきこ／著 ヒカルランド 915.6/ｻﾄｳ 

八甲田山消された真実 伊藤 薫／著 山と溪谷社 916/ｲﾄｳ 

シベリア抑留最後の帰還者 家族をつないだ 52通のハガキ 

 栗原 俊雄／著 KADOKAWA 916/ｸﾘﾊ 

http://www.irasutoya.com/2016/10/blog-post_206.html
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９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

ジェイムズ・ジョイスと東洋  

『フィネガンズ・ウェイク』への道しるべ  

山田 久美子／著 水声社 930.2/ｼ 

マチルダ メアリー・シェリー／著 彩流社 933/ｼ 

わが妹、ヴァージニア 芸術に生きた姉妹  

スーザン・セラーズ／著 彩流社 933/ｾ 

ソロ ラーナー・ダスグプタ／著 白水社 933/ﾀ 

シャーロック・ホームズの古典事件帖  

アーサー・コナン・ドイル／著 論創社 933/ﾄ 

世界の終わりの天文台  

リリー・ブルックス＝ダルトン／著 東京創元社 933/ﾌ 

アイリーンはもういない オテッサ・モシュフェグ／著 早川書房 933/ﾓ 

ギデオン・マック牧師の数奇な生涯  

ジェームズ・ロバートソン／著 東京創元社 933/ﾛ 

大草原のローラ物語 パイオニア・ガール<解説・注釈つき> 

 ローラ・インガルス・ワイルダー／著 大修館書店 933/ﾜ 

生き物を殺して食べる ルイーズ・グレイ／著  亜紀書房 934/ｸ 

オリバー・ストーン オン プーチン プーチン／述 文藝春秋 934/ｽ 

噓つきジュネ タハール・ベン・ジェルーン／著 インスクリプト 950.2/ｼ 

ぼくの名前はズッキーニ ジル・パリス／著 DU BOOKS 953/ﾊ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

地底アパートのアンドロイドは巨大ロボットの夢を見るか  

蒼月 海里／著 ポプラ社 BN/ｱｵ 

風花の露 浅黄 斑／著 二見書房 BN/ｱｻ 

魔天 麻倉 一矢／著 徳間書店 BN/ｱｻ 

妖盗 S79号 泡坂 妻夫／著 河出書房新社 BN/ｱﾜ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

総力捜査 安東 能明／著 新潮社 BN/ｱﾝ 

天下無敵！影将軍 裁きの剣 飯野 笙子／著 コスミック出版 BN/ｲｲ 

花供養  井川 香四郎／著 光文社 BN/ｲｶ 

色川武大・阿佐田哲也ベスト・エッセイ 色川 武大／著 筑摩書房 BN/ｲﾛ 

旅発(たびだち) 聡四郎巡検譚 上田 秀人／著 光文社 BN/ｳｴ 

城崎殺人事件 内田 康夫／著 徳間書店 BN/ｳﾁ 

影武者捜し 沖田 正午／著 二見書房 BN/ｵｷ 

恋する狐 折口 真喜子／著 光文社 BN/ｵﾘ 

沈黙の詩 鏑木 蓮／著 PHP研究所 BN/ｶﾌ 

ふたたびの光 倉阪 鬼一郎／著 光文社 BN/ｸﾗ 

成熟脳 脳の本番は 56歳から始まる 黒川 伊保子／著 新潮社 BN/ｸﾛ 

お犬侍  黒木 久勝／著 双葉社 BN/ｸﾛ 

ゼロの戦術師 紺野 天龍／著 KADOKAWA BN/ｺﾝ 

ごんたくれ 西條 奈加／著 光文社 BN/ｻｲ 

エレメンタル・カウンセラー ひよっこ星守りと精霊科医  

西塔 鼎／著 KADOKAWA BN/ｻｲ 

政宗遺訓 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

うちの姉ちゃんが最恐の貧乏神なのは問題だろうか  

鹿島 うさぎ／著 KADOKAWA BN/ｼｶ 

菊のきせ綿 篠 綾子／著 角川春樹事務所 BN/ｼﾉ 

ポスドク！ 高殿 円／著 新潮社 BN/ﾀｶ 

なごりの月 中島 久枝／著 光文社 BN/ﾅｶ 

仇討ち街道  幡 大介／著 光文社 BN/ﾊﾝ 

千春の婚礼 平岩 弓枝／著 文藝春秋 BN/ﾋﾗ 

妖怪姫、婿をとる 廣嶋 玲子／著 東京創元社 BN/ﾋﾛ 

井上真改 藤井 邦夫／著 光文社 BN/ﾌｼ 

対決、示現流 牧 秀彦／著 徳間書店 BN/ﾏｷ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

物語のおわり 湊 かなえ／著 朝日新聞出版 BN/ﾐﾅ 

困った作家たち 編集者桜木由子の事件簿 両角 長彦／著 双葉社 BN/ﾓﾛ 

茜空 大江戸算法純情伝 山根 誠司／著 双葉社 BN/ﾔﾏ 

運命のひと 山本 甲士／著 小学館 BN/ﾔﾏ 

提灯奉行 和久田 正明／著 小学館 BN/ﾜｸ 

英傑 西郷隆盛アンソロジー 池波 正太郎／著 新潮社 BN  

将棋推理迷宮の対局 傑作ミステリー集  

山村 正夫／ほか著 光文社 BN  

なぞとき <捕物>時代小説傑作選 和田 はつ子／著 PHP研究所 BN  

特捜部 Q ７ ユッシ・エーズラ・オールスン／著 早川書房 B/ｴｽ 

ソロモン海底都市の呪いを解け！ 上・下  

クライブ・カッスラー／著 扶桑社 B/ｶﾂ 

刑事ザック 夜の顎 上・下 モンス・カッレントフト／著 早川書房 B/ｶﾂ 

林檎の樹 ゴールズワージー／著 新潮社 B/ｺﾙ 

白痴 ３ ドストエフスキー／著 光文社 B/ﾄｽ 

休暇のシェフは故郷へ帰る ジュリー・ハイジー／著 原書房 B/ﾊｲ 

硝子の魔術師 チャーリー・N.ホームバーグ／著 早川書房 B/ﾎﾑ 

アルマダ工兵の謀略 ハンス・クナイフェル／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

モナ・リザ・ウイルス 下 ティボール・ローデ／著 小学館 B/ﾛﾃ 

 

Ｔ 暮らし                                                

新しい暮らしのお得技ベストセレクション  

忙しいあなたでも、真似するだけで全部叶う！ 晋遊舎 T0  

38歳から着たい服 本当に似合うものだけ少量持つ  

福田 麻琴／著 すばる舎 T0  

わたしの「お金」ルール パパッと楽しく、貯め上手  

インプレス書籍編集部／編 インプレス T0  

http://www.irasutoya.com/2016/04/blog-post_192.html
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

ときをためる暮らし ききがたり つばた 英子／著 文藝春秋 T0  

一生使えるおさいほうの基本 親切すぎる徹底解説  

ミカ／著 主婦の友社 T11  

素敵に着こなすきものリメイク 1枚の着物を無駄なく生かして  

セブン&アイ出版 T11  

樹脂粘土で作るニュアンスカラーのアクセサリーはないろ 32色 

 Hanah／著 KADOKAWA T19  

畳縁ハンドメイド BOOK たたみのへりで作る、アイデアあふれる小もの  

日本ヴォーグ社 T19  

ていねいでやさしい暮らしの中の、手づくり布小物  

美濃羽 まゆみ／著 家の光協会 T19  

エコクラフトで作るかごとバッグと季節の雑貨 総集編  

ブティック社 T19  

犬のしつけパーフェクト BOOK 中西 典子／監修 ナツメ社 T3  

猫の學校 ２ 南里 秀子／著 ポプラ社 T3  

アマゾンの料理人 世界一の“美味しい”を探して僕が行き着いた場所  

太田 哲雄／著 講談社 T40  

タイ料理大全 家庭料理・地方料理・宮廷料理の調理技術から 

食材、食文化まで。本場のレシピ 100  

味澤 ペンシー／著 誠文堂新光社 T41  

野上さんちの超ラクチン弁当  

色別×味別×調理法別組み合わせ自由自在！  

野上 優佳子／著 学研プラス T42  

漬けものレシピ 漬けておくだけで、おいしい一品  

重信 初江／監修 朝日新聞出版 T43  

こねない！糖質オフパン 毎日食べても太らない！パン初心者でもかんたん  

飯田 順子／著 主婦の友社 T45  

http://www.irasutoya.com/2014/07/blog-post_8148.html
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

あたらしいマフィン 今までにない味、香り、素材使い  

長田 佳子／ほか著 家の光協会 T46  

初めて作るかわいい練りきり和菓子  

川嶋 紀子／著 産業編集センター T46  

フラワースイーツ 大切な人においしい贈りもの  

長嶋 清美／著 文化学園文化出版局 T46  

極める愉しむ珈琲事典 西東社編集部／編 西東社 T47  

もっと好きになる日本酒選びの教科書 竹口 敏樹／監修 ナツメ社 T47  

クレヨンで描いたおいしい魚図鑑 加藤 休ミ／著 晶文社 T49  

ガーデンリフォーム百科  

お庭や外構の悩みを一挙に解決！驚異のビフォー・アフター  

ブティック社 T5  

見る、育てる、味わう五感で楽しむ蓮図鑑 高畑 公紀／著 淡交社 T6  

パパ入門ガイド 家族を笑顔にする  

ファザーリング・ジャパン／著 池田書店 T8  

教育費&子育て費  賢い家族のお金の新ルール  

前野 彩／著 日経 BP社 T9 

10歳を過ぎた男の子に言ってはいけない 45の言葉  

子どもを伸ばす母親のひと言 小屋野 恵／著 メイツ出版 T9  

世界一幸せな子どもに親がしていること  

リナ・マエ・アコスタ／著 日経 BP社 T9  

 

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

幕末の海軍 明治維新への航跡 神谷 大介／著 吉川弘文館 SB5.2  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

秘録維新七十年図鑑 東京日日新聞社／編 吉川弘文館 R216  

http://www.irasutoya.com/2014/08/blog-post_428.html
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◆◆◆調べものに役立つ本（つづき）◆◆◆ 

データブックオブ・ザ・ワールド Vol.30(2018)  

世界各国要覧と最新統計 二宮書店 R350  

日本メディア史年表 土屋 礼子／編 吉川弘文館 R361.5  

美術年鑑 2018 美術年鑑編集部／編集 美術年鑑社 R705.9  

広辞苑 １・２・付録 新村 出／編 岩波書店 R813.1  
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移動図書館ひまわり号 

４月より巡回場所が増えます！！！ 

 

新巡回場所は“旭が丘地区センター”（旭が丘中央公園内） 

毎月、第２・第４水曜日、午前１０時から１２時まで 

貸出・返却を行います。 

 

また、旭が丘地区センターで読み聞かせを行う 

地域の方を大募集しています。 

図書館による「読み聞かせ入門講座」も開催予定です。 

お気軽にお問い合わせ下さい。 

 

４月は、１１日（水）と２５日（水）に巡回します。 

ぜひ、ご利用下さい。 
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ヤングスタッフの本箱  

 

『新版 歎異抄 現代語訳付き』（角川ソフィア文庫） 

親鸞／述 千葉 乗隆／訳註 角川書店 2001年刊 

今回紹介する本は、角川ソフィア文庫から出版された『新版 歎異抄 現代語訳

付き』です。この本は仏教の一派である浄土真宗を開いた親鸞の教えを、その弟

子である唯円が書き記したものです。浄土真宗について簡単に言うと、特別な修

行をせずただ南無阿弥陀仏、と念仏を唱えるだけで最終的に救われるという宗派

です。もっとも私は素人ですので、詳しく正しく知りたい方は、ぜひ歎異抄を読

むと良いでしょう。 

さて、なぜ私がこの本を選んだかと言いますと、一見堅苦しそうでいて、楽し

く読める愉快な本だからです。親鸞聖人は、「父母の供養の念仏など唱えたこと

はない」だとか、「私に弟子は一人もいない」などと語ります。「私の言うことを

信じると言ったな、では千人殺してこい」なんてことも言います。衝撃的な発言

によって読者の気を惹き、その上で自らの論を語る。親鸞は実に語りの上手い方

だったようで、この本は、実に楽しく読めるのです。（粘土） 

 

＊七生支所通路側モニター・展示スペースにて、3月はじめに紹介。 

＊今月は職員に代わって、日野ヤングスタッフが本を紹介します。 

＊日野ヤングスタッフ：日野市在住・在学の高校生・大学生からなる

メンバーが、同年代の方々に向けて図書館や読書の魅力を伝える

様々な活動をしています。 

月に１回程度、高幡図書館で会議を行っています。面白いメンバー

ばかりでわいわいやっています！「活動を見てみたい！」という方

は、是非見学に来てみてください！メンバー募集中です。 

会議の日程は、日野市立図書館ホームページの『図書館からのお知

らせ』からご覧ください。 
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曜日 時間 駐車場 住所 3 月 4 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 

5 日 

 

19 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 

6 日 

 

20 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 

12 日   

 

26 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 

13 日 

 

27 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 3月・4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。  

 


