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中央・高幡・日野 

多摩平・平山・百草（月曜日） 
2日 9日 16日 23日   

市政図書室（日曜日・祝日） 1日 8日 15日 22日 29日 30日 

２０１８年 ４月 №224 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp 

今月のひろば 
P.2  としょかんおはなしピクニック 2018 

P.3   絵本作家たしろちさとさんの 

おはなしとぬりえワークショップ参加者募集！！！ 

P.4   日野ヤングスタッフブックパレード inおはなしピクニック 2018 

P.5   障害者サービスコーナー「いろんな人たちが生活しているよ」 

P.6  スタンプラリーin日野宿 2018 日野宿発見隊 

P.7  おはなし会はじめます（日野図書館） 

P.8  図書館に入った新しい本 

P.27 ４月のおはなし会 

   実習生の本箱 

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 

4月の休館日 

---------------- 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 
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0・1・2歳向け 

おはなし会 

 

多摩平図書館 

図書館のおはなし会 

集会室 5 

絵本作家 

たしろちさとさんのおはなしと 

ぬりえワークショップ 

 

（開場は 10：30） 

要事前申込 

先着 50人（幼児～小学生以下） 

 

集会室 6 

手話通訳あり 

ちいさいひとのための 

ゆったりスペース 

集会室 5 

工作の部屋 

つののおめんを 

つくろう 

集会室 3-1・2 

集会室 3-3 

日野ヤングスタッフ企画 

集会室 6 

おはなし・読み聞かせ 

パネルシアターなど 

会場 多摩平の森 

ふれあい館 
時間 午前10 時～午後4 時  

   

協力：多摩動物公園 

ブックパレード 

中高生におすすめの本を

紹介します 

お楽しみに！ 

 

集会室 5 

「日野おはなしの会」 

による  

わくわくおはなし会 

 

詳細は次ページで 

2018 

本の展示コーナー 

（終日） 

ブックトーク実演 

 

集会室 6 

点字体験 
点字絵本・さわる絵本など 

展示しています 

今年のテーマは「動物園」♪ 

日野ヤングスタッフの 

豆本つくり 

 

全部屋 

スタンプラリー 
全部おしたらしおり 

プレゼント 

問い合わせ 多摩平図書館042-583-2561 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwirztf1nvXYAhUKVLwKHYY6BpQQjRwIBw&url=http://frame-illust.com/?p%3D9674&psig=AOvVaw0w52uR9USjsx29Po4JhtTe&ust=1517042624368934
http://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2017/03/9550.png
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絵本作家 たしろ ちさと さん の 

おはなし と ぬりえワークショップ 
参加者募集!!!  

絵本の読み聞かせ、絵本ができるまでのおはなしが聞けます。 

たしろさんの絵に色をぬって、みんなで「夢
ゆめ

の動物
どうぶつ

園
えん

」をつくろう！ 

日時：４月２２日(日)午前１１時～午後１２時３０分 
（開場 午前１０時３０分） 

場所：多摩平の森ふれあい館（３階集会室 6）          

対象：幼児～小学生まで（要事前申込・先着５０名）＊未就学児は要保護者同伴    

申込方法：４月３日(火)午前10時～多摩平図書館に電話または来館で 

申し込み・問い合わせ先 多摩平図書館042-583-2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★図書館では、たしろさんの絵本を所蔵しています。この機会にぜひご覧ください★           

 

  

   

 

「きょうりゅうオーディション」 

小学館 

「すずめくんどこでごはんたべるの？」 

福音館書店 

「5 ひきのすてきなねずみ ひっこしだいさくせん」 

ほるぷ出版 

たしろ ちさと さん プロフィール 

東京都生まれ。大学で経済学を学んだ後、会社勤めを経て絵本の制作を始める。

『ぼくはカメレオン』（グランまま社）は世界 7 カ国語で同時出版され注目を集め

た。第 21 回ブラティスラヴァ世界絵本原画展入選。2011 年『5 ひきのすてき

なねずみ ひっこしだいさくせん』（ほるぷ出版）で、第 16 回日本絵本賞を受

賞。その他絵本に、『くんくん、いいにおい』（グランまま社）、『すずめくん どこ

で ごはん たべるの？』（福音館書店）、『きょうりゅうオーディデョン』（小学館）

など多数の作品がある。 

 

としょかんおはなしピクニック 2018 
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▼ブックパレードとは？ 

 日野ヤングスタッフ が、同世代に読んでほしいおすすめ本を紹介するイベントで

す。クイズやイラストなどを用いて紹介したり、何冊もの本がパレードのように皆さ

んの前を通ったりする様子から、ブックパレードという名称をつけています。 

 スタッフがそれぞれの感性で選んでいるため、紹介する本のジャンルも様々です。 

 今回は、中高生の皆さんにおすすめの本を揃えています！ 

▼日野ヤングスタッフとは？ 

 日野市在住・在学・在勤の高校生・大学生世代の青少年で構成されたスタッフのこと。 

 同年代の人々に向けて、図書館や読書の魅力を発信するため、様々なイベントを企

画しています。 

ブックパレード以外にも、 

  ヤングスタッフ主催のイベントが盛りだくさん！ 

・「どうぶつ」の展示 
  ヤングスタッフがおススメする、「どうぶつ」の本を展示します。 

・豆本(まめほん)作り 集会室３-１・２（１０時～１６時まで） 

  小さなオリジナル本が作れます! 

  ※ブックパレード中は、豆本作りは行いません。ぜひブックパレードに来てね。 

  

日時 2018 年 4 月 22 日（日）14：30～15：30（中高生対象） 

場所 多摩平の森ふれあい館 ３階 集会室６  

ワークショップもあるよ！ 

日野ヤングスタッフ 

in としょかんおはなしピクニック 2018 

※当日会場に直接お越しください。 

ブックパレード！ 

問い合わせ：多摩平図書館 042-583-2561 
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としょかんおはなしピクニック 2018 

障害者サービスコーナー 

「いろんな人たちが生活しているよ」 

 

目の不自由な人たちが使う文字「点字」を書いてみよう！ 

自分の名前の点字が入ったしおりも作れるよ！ 

【点字体験ひろば】 

日時：４月２２日（日） 13：30～14：30 

場所：多摩平の森ふれあい館 集会室 6 
 

LGBTQ（性的少数者）の人たちのことを知る本、障害のある人たちのこ

とを知る本など、いろいろな立場の人たちのことを知る本を展示します。 

【本の展示コーナー】 

絵と音と文字で楽しめる本もあるよ！ 

 

パソコンの画面に絵と文字を映し出しながら声で読み上げてくれる   

「マルチメディア DAISY 図書」の紹介を行います。 

知的障害、学習障害等の子どもたちに大人気！  

 

 

日野市立図書館でも貸し出しを

開始しました。 

 

【問い合わせ先】 

障害者サービス担当 

042-581-7612 

 

としょかんおはなしピクニック 2018 会場 

＊駐車場が少ないので公共交通機関をご利用ください。 

http://www.irasutoya.com/2013/05/blog-post_7329.html
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第 2１回ひの新選組まつりの初日に開催します。特製大型スタンプを集めながら、

ポイントを巡り、日野宿散策をお楽しみください。子どもから大人まで楽しめます。 

◆日 程：５月１２日(土) 

◆時 間：午前１０時～午後４時 受付は午後３時まで 

◆受付場所： 日野駅東口広場、日野宿本陣、甲州街道 

◆ゴール：日野宿本陣 

◆費用：３００円（スタンプ台帳込み） 

◆スタンプポイント：坂下地蔵尊、とんがらし地蔵、八坂神社、 

日野煉瓦橋、日野銀行跡、宝泉寺、大昌寺など 

◆その他：事前の申込み不要。直接会場へ。 

◆問合せ：日野図書館（ＴＥＬ ５８４－０４６７）  

 

 （スタンプ見本：直径１０センチ）  （ラリーの様子：日野図書館前） 
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お
は
な
し
会 

は
じ
め
ま
す
。 

日野本町にある日野図書館も 

4/18（水）より 

毎月第３水曜日午後４時から 

おはなし会をはじめます。 

きてね！ 

 

ちいさな図書館でのちいさな 

おはなし会。小学生以上が 

対象ですが、どなたもどうぞ 

お越しください。 

【問合せ】 

日野図書館 電話 584-0467  

し 
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図書館に入った 新 し い 本 
1月 26日から 2月 22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                                       

本好き女子のお悩み相談室 南陀楼綾繁／著 筑摩書房 019  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

人間であること 田中 美知太郎／著 文藝春秋 104/ﾀ 

「東洋」哲学の根本問題 あるいは井筒俊彦 斎藤 慶典／著 講談社 122  

身体(からだ)が生み出すクリエイティブ 諏訪 正樹／著 筑摩書房 141.5  

性格スキル 人生を決める 5つの能力 鶴 光太郎／著 祥伝社 141.9  

「わかってもらいたい」という病 香山 リカ／著 廣済堂出版 146.8  

怖い女 怪談、ホラー、都市伝説の女の神話学 沖田 瑞穂／著 原書房 147  

神様が教えてくれた金運のはなし 直接きいてわかった開運あれこれ 

 桜井 識子／著 幻冬舎 147  

筋トレは必ず人生を成功に導く  運命すらも捻じ曲げるマッチョ社長の筋肉哲学 

 Testosterone／著 PHP研究所 159  

50歳からの人生術 お金・時間・健康 保坂 隆／著 中央公論新社 159  

リミットレス！ あなたを縛るリミッターを外す簡単なワーク 

 大嶋 信頼／著 飛鳥新社 159  

お隣りのイスラーム 日本に暮らすムスリムに会いにいく  

森 まゆみ／著 紀伊國屋書店 167  

お薬師さまと生きる 安田 暎胤／著 春秋社 188.2  

お寺はじめました 渡邊 源昇／著 原書房 188.9  
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２００ 歴史・伝記・地理                                                

誰も教えてくれない真実の世界史講義 中世編 倉山 満／著 PHP研究所 209  

「民族」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  

ビザンツ帝国生存戦略の一千年 ジョナサン・ハリス／著 白水社 209.4  

西部戦線全史 死闘！ヒトラーvs.英米仏 1919-1945  

山崎 雅弘／著 朝日新聞出版 209.7  

日本史モノ事典 続 平凡社／編 平凡社 210.3  

やりなおし高校日本史 野澤 道生／著 筑摩書房 211  

将軍・執権・連署 鎌倉幕府権力を考える  

日本史史料研究会／編 吉川弘文館 214.2  

鎖国前夜ラプソディ 惺窩と家康の「日本の大航海時代」  

上垣外 憲一／著 講談社 214.8  

勘定奉行の江戸時代 藤田 覚／著 筑摩書房 215  

敗者の明治維新 大転換から 150年、サムライたちの最後を 

見直す 洋泉社 215.8  

1868 明治が始まった年への旅 加来 耕三／著 時事通信出版局 216.1  

世界史のなかの昭和史 半藤 一利／著 平凡社 217  

掟破り 政界・財界・芸能界・ヤクザ…掟破り 7つの事件の顚末 

 大下 英治／著 水王舎 217.6  

日本人のための朝鮮半島の歴史 国際時事アナリスツ／編 河出書房新社 221  

図説 呪われたロンドンの歴史 ジョン・D.ライト／著 原書房 233  

太陽の船復活 エジプト考古学者吉村作治の挑戦  

吉村 作治／著 太陽の船復原研究所 242  

カストロとゲバラ 広瀬 隆／著 集英社インターナショナル 259.1  

神楽坂純愛 田中角栄と辻和子 深井 美野子／著 さくら舎 281/ﾂ 
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

山田わか生と愛の条件 ケアと暴力・産み育て・国家  

望月 雅和／編 著 現代書館 281/ﾔ 

祈りの旅 天皇皇后、被災地への想い 朝日新聞社会部／著 朝日新聞出版 288.4  

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  

名門高校青春グルメ 鈴木 隆祐／著 辰巳出版 291  

江戸→TOKYOなりたちの教科書 ２ 岡本 哲志／著 淡交社 291.36  

城塞都市鎌倉 地形と歴史から探る 北条氏研究会／編 洋泉社 291.37  

もっとオモシロはみだし台湾さんぽ 奥谷 道草／著 交通新聞社 292.24  

極夜行 角幡 唯介／著 文藝春秋 297.8  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

英語対訳で学ぶ日本 歴史と文化の 111項目  

麗澤大学「学び伝えよう日本」プロジェクト／著 育鵬社 302.1  

JAPAN CLASS そう、これがニッポンって国なんだヨ！  

ジャパンクラス編集部／編 東邦出版 302.1  

ケルトを知るための 65章 木村 正俊／編著 明石書店 302.33  

アメリカの社会変革 人種・移民・ジェンダー・LGBT  

ホーン川嶋 瑤子／著 筑摩書房 302.53  

白井聡対話集 ポスト「戦後」の進路を問う 白井 聡／著 かもがわ出版 304/ｼ 

船瀬俊介の「書かずに死ねるか！」  

新聞・テレビが絶対に報じない《日本の真相！》 

 船瀬 俊介／著 成甲書房 304/ﾌ 

「リベラル」という病 奇怪すぎる日本型反知性主義 岩田 温／著 彩図社 309.1  

ファシズムの正体 佐藤 優／著 集英社インターナショナル 311.8  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

決断のとき トモダチ作戦と涙の基金 小泉 純一郎／著 集英社 312.1  

世界の中国化をくい止めろ 内なる中国に日本人は蝕まれてい 

ないか 宮崎 正弘／著 ビジネス社 312.22  

THE独裁者 国難を呼ぶ男！安倍晋三 古賀 茂明／著 ベストセラーズ 312.8/ｱ 

子どもの人権をまもるために 木村 草太／編 晶文社 316.1  

イスラム国 グローバル・ジハード「国家」の進化と拡大  

マイケル・ワイス／著 亜紀書房 316.5  

実録・レイシストをしばき隊 野間 易通／著 河出書房新社 316.81  

公文書問題 日本の「闇」の核心 瀬畑 源／著 集英社 317.6  

清流に殉じた漁協組合長 相川 俊英／著 コモンズ 318.22  

沖縄 憲法なき戦後 講和条約三条と日本の安全保障  

古関 彰一／著 みすず書房 319.1  

図解 ASEAN を読み解く ASEANを理解するのに役立つ 70の 

テーマ みずほ総合研究所／著 東洋経済新報社 319.23  

国民のための戦争と平和 小室 直樹／著 ビジネス社 319.8  

国際連合 その役割と機能 植木 安弘／著 日本評論社 319.9  

東京裁判をゼロからやり直す ケント・ギルバート／著 小学館 329.6  

ドーナツ経済学が世界を救う 人類と地球のためのパラダイム 

シフト ケイト・ラワース／著 河出書房新社 331  

問題児 三木谷浩史の育ち方 山川 健一／著 幻冬舎 335.1  

サラリーマンの力 亀渕 昭信／著 集英社インターナショナル 336.4  

人を「巻き込む」コミュニケーション技術 その気にさせる仕事のさばき方 

 櫻井 弘／著 日本経済新聞出版社 336.4  

やっぱり会計士は見た！ 本当に優良な会社を見抜く方法  

前川 修満／著 文藝春秋 336.9  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

「対人不安」って何だろう？ 友だちづきあいに疲れる心理  

榎本 博明／著 筑摩書房 361.4  

ベーシックインカムへの道 正義・自由・安全の社会インフラを実現させるには  

ガイ・スタンディング／著 プレジデント社 364  

「くらし」の時代 ファッションからライフスタイルへ  

米澤 泉／著 勁草書房 365  

誰にも聞けない転職の正解がわかる本 谷所 健一郎／監修 成美堂出版 366.2  

中国ジェンダー史研究入門 小浜 正子／編 京都大学学術出版会 367.22  

終の棲家を求めて 続 中村 美和／著 幻冬舎メディアコンサルティング 367.9  

70歳をすぎた親が元気なうちに読んでおく本  

入院、死亡、認知症、介護、相続の対応がすべてわかる  

永峰 英太郎／著 二見書房 367.9  

高校生ワーキングプア 「見えない貧困」の真実  

NHKスペシャル取材班／著 新潮社 368.2  

貧困問題の新地平 もやいの相談活動の軌跡 丸山 里美／編 旬報社 368.2  

夢みるチョコレート工房 働く喜びをつくるということ  

伊藤 紀幸／著 ウェッジ 369.2 

親子カフェのつくりかた 成功する「居場所」づくり 8つのコツ 

 小山 訓久／著 学芸出版社 369.4  

子どもの権利最前線カナダ・オンタリオ州の挑戦  

子どもの声を聴くコミュニティハブとアドボカシー事務所  

畑 千鶴乃／著 かもがわ出版 369.4  

震災と向き合う子どもたち 心のケアと地域づくりの記録  

徳水 博志／著 新日本出版社 370.4/ﾄ 

いじめからいのちを守る 逃げろ、生きるため 近藤 卓／著 金子書房 371.4  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

僕が 14歳でカナダ名門５大学に合格できたわけ  

大川 翔／著 学研プラス 371.5  

こころの作文 綴り、読み合い、育ち合う子どもたち  

勝村 謙司／著 かもがわ出版 375.8  

遊べる！飾れる！折り紙で作るおはなし指人形 世界の童話編 

 いしばし なおこ／著 世界文化社 376.1  

工学部ヒラノ教授の終活大作戦 今野 浩／著 青土社 377.21  

教科書にみる世界の性教育 橋本 紀子／編著 かもがわ出版 379.8  

一度は観たい日本の祭り 

日本各地、必見の祭りを基礎知識とともに一挙収録！  昭文社 386.2  

鯉のぼり図鑑 おもしろそうにおよいでる 林 直輝／文 小学館 386.81  

古代中国の社 土地神信仰成立史 E.シャヴァンヌ／著 平凡社 387  

知らないではすまされない自衛隊の本当の実力  

池上 彰／著 SBクリエイティブ 392.1  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

数学を使わない数学の講義 小室 直樹／著 ワック 410.4/ｺ 

文系でも仕事に使える統計学はじめの一歩 本丸 諒／著 かんき出版 417  

ビーカーくんのゆかいな化学実験 その手順にはワケがある！ 

 うえたに夫婦／著 誠文堂新光社 432  

宇宙へようこそ 宇宙物理学をめぐる旅  

ニール・ドグラース・タイソン／著 青土社 440.1  

絵でわかる日本列島の地震・噴火・異常気象 藤岡 達也／著 講談社 451  

洞窟の疑問 30 探検から観光 潜む生物まで のぞきたくなる 

未知の世界 日本洞窟学会／監修 成山堂書店 454.6  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

奇妙で面白い！生き物たちの不思議な世界  

新宅 広二／監修 学研プラス 460.4  

遺伝子 上・下 親密なる人類史 シッダールタ・ムカジー／著 早川書房 467  

美しき小さな雑草の花図鑑 大作 晃一／写真 山と溪谷社 470  

実は猫よりすごく賢い鳥の頭脳  

ネイサン・エメリー／著 エクスナレッジ 488.1  

らいちょうころころ 立山室堂のライチョウ親子  

戸塚 学／写真 文一総合出版 488.4  

道具を使うカラスの物語 生物界随一の頭脳をもつ鳥カレドニ 

アガラス パメラ・S.ターナー／著 緑書房 488.9  

QOL って何だろう 医療とケアの生命倫理 小林 亜津子／著 筑摩書房 490.15  

人間の未来 AIの未来 山中 伸弥／著 講談社 491.11  

ぜんそくを自力で治す最強事典 薬はへらせる！やめられる！ 

 今井 一彰／監修 マキノ出版 493.36  

私はすでに死んでいる ゆがんだ<自己>を生みだす脳  

アニル・アナンサスワーミー／著 紀伊國屋書店 493.7  

依存症からの脱出 つながりを取り戻す  

信濃毎日新聞取材班／編 海鳴社 493.74  

がんになった親が子どもにしてあげられること 大沢 かおり／著 ポプラ社 494.5  

つらくない透析 小原 功裕／著 幻冬舎メディアコンサルティング 494.93  

ハッピーライフのために女性が知っておきたい 30のこと 

あすから役立つ医学のはなし 吉村 泰典／編著 毎日新聞出版 495  

夫婦で歩んだ不妊治療 あきらめなかった 4年間  

矢沢 心／著 日経 BP社 495.48  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

家族を家で看取る本 だいじな人の「最期は家で」を叶える 

 村松 静子／監修 主婦の友社 498  

だまされない 健康に関する「常識」は間違いだらけ 鎌田 實／著 KADOKAWA 498.3 

佐々木敏のデータ栄養学のすすめ 氾濫し混乱する「食と健康」の情報を整理する  

佐々木 敏／著 女子栄養大学出版部 498.55  

服用危険 飲むと寿命が縮む薬・サプリ 鈴木 祐／著 鉄人社 499.1  

アロマセラピー使いこなし事典 

心身のトラブルを撃退する自宅療法 200以上を公開！ 

 池田 明子／著 世界文化社 499.87  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

英訳付きニッポンの名前図鑑 日本建築・生活道具  

山本 成一郎／監修 淡交社 521  

ツウになる！トラックの教本 トラック好きとの会話が盛り上がる！ 

 広田 民郎／著 秀和システム 537.9  

AIに心は宿るのか 松原 仁／著 集英社インターナショナル 548.1  

誰もが噓をついている ビッグデータ分析が暴く人間のヤバい本性 

 セス・スティーヴンズ＝ダヴィドウィッツ／著 光文社 548.3  

僕たちはファッションの力で世界を変える ザ・イノウエ・ブラザーズという生き方  

井上 聡／著 PHPエディターズ・グループ 589.2  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

まちづくりの非常識な教科書 35万円で 10億円の経済効果を生んだメソッド 

 吉川 美貴／著 主婦の友社 601  
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◆◆◆６００ 産業・交通・通信（つづき）◆◆◆ 

「太陽の塔」岡本太郎と 7人の男(サムライ)たち 48年目の誕生秘話 

 平野 暁臣／著 青春出版社 606.9  

単位と記号パーフェクトガイド  

目で見て実感！くらしで出会う単位と記号がすぐにわかる  

単位と記号パーフェクトガイド編集チーム／編 誠文堂新光社 609  

鳥獣害問題解決マニュアル 森・里の保全と地域づくり  

寺本 憲之／著 古今書院 615.8  

ハンドメイドマーケット、はじめよう。 手作り雑貨の売り方、全部教えます！ 

 ブティック社 673.3  

ファンベース 支持され、愛され、長く売れ続けるために  

佐藤 尚之／著 筑摩書房 675  

5,000円から始めるつみたて NISA 勉強しなくてもこれだけ分かればできる 

 瀧川 茂一／著 彩図社 676.5  

鉄道写真が語る昭和 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 686.21  

中国人富裕層はなぜ「日本の老舗」が好きなのか 

中国インバウンド 54のヒント 中島 恵／著 プレジデント社 688.4  

昭和バラエティ番組の時代 1955-1989ちょっとだけ狂気 TVの 35年 

 田村 隆／著 河出書房新社 699.6  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

もっと知りたいベラスケス 生涯と作品 大高 保二郎／著 東京美術 723.8/ﾍ 

60歳からはじめる色鉛筆画 はじめて絵を描く方へ  

渡辺 芳子／著 河出書房新社 725.5  

パッと描けてかわいい&おしゃれボールペンイラスト  

毎日を楽しく！ ナツメ社 726.5  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

読売報道写真集 2018 読売新聞東京本社 747  

おりがみで作る箱 パーツを組むとできあがる器  

布施 知子／著 誠文堂新光社 754.9  

紙パンダ！ 切り紙で楽しむかわいいカードと雑貨  

大原 まゆみ／著 日貿出版社 754.9  

ユーリー・テミルカーノフ モノローグ 

ユーリー・テミルカーノフ／述 アルファベータブックス 762.8/ﾃ 

童謡の百年 なぜ「心のふるさと」になったのか  

井手口 彰典／著 筑摩書房 767.7  

音楽が教えてくれたこと 甲斐 みのり／著 mille books 767.8  

「最前線の映画」を読む 町山 智浩／著 集英社インターナショナル 778  

映画の中にある如く 川本 三郎／著 キネマ旬報社 778.2  

私が愛した映画たち 吉永 小百合／著 集英社 778.21  

煙のようになって消えていきたいの 高峰秀子が遺した言葉  

斎藤 明美／著 PHP研究所 778.28/ﾀ 

コクリコ坂から スタジオジブリ／編 文藝春秋 778.7  

柳家小三治の落語 ９ 柳家 小三治／著 小学館 779.1  

部活ですぐ使える！基本のスポーツテーピング 

足首、膝、腰、指など体の各部 ニチバン株式会社／監修 主婦の友社 780.1  

オリンピックと万博 巨大イベントのデザイン史  

暮沢 剛巳／著 筑摩書房 780.6  

一番よくわかる野球スコアのつけ方 手束 仁／著 西東社 783.7  

踏み出せば何かが変わる 三浦 大輔／著 青志社 783.7  

はじめてのゴルフレッスン Cool Golf 新井 真一／著 新星出版社 783.8  

ボーティングマスター 安全航海の指針 小川 淳／著 舵社 785.6  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

詰めろ将棋入門 森 信雄／著 実業之日本社 796  

弟子・藤井聡太の学び方 杉本 昌隆／著 PHP研究所 796  

サクッと！頭がよくなる東大クイズ 東京大学クイズ研究会／著 青春出版社 798  

 

８００ 語学                                                        

微妙におかしな日本語 ことばの結びつきの正解・不正解  

神永 曉／著 草思社 814  

文章表現のための辞典活用法 中村 明／著 東京堂出版 816  

ついつい出ちゃう！日本人のかんちがい英語  

ゲーリー・スコット・ファイン／著 高橋書店 837.8  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

SFが読みたい！ 2018年版 SFマガジン編集部／編 早川書房 901.3  

一度は読んでおきたい現代の名短篇 湯川 豊／著 小学館 910.26  

その後の震災後文学論 木村 朗子／著 青土社 910.26  

文豪の朗読 朝日新聞社／編 朝日新聞出版 910.26  

俳句、やめられません 季節の言葉と暮らす幸せ 岸本 葉子／著 小学館 911.3  

「明日の王」詩と評論 草森 紳一／共著 未知谷 911.5/ｸ 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

小説禁止令に賛同する いとう せいこう／著 集英社 913.6/ｲﾄｳ 

天の花 伊吹 有喜／著 ポプラ社 913.6/ｲﾌｷ 

熟れた月 宇佐美 まこと／著 光文社 913.6/ｳｻﾐ 

モモコとうさぎ 大島 真寿美／著 KADOKAWA 913.6/ｵｵｼ 

雪の階 奥泉 光／著 中央公論新社 913.6/ｵｸｲ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

メゾン刻の湯 小野 美由紀／著 ポプラ社 913.6/ｵﾉ 

定年オヤジ改造計画 垣谷 美雨／著 祥伝社 913.6/ｶｷﾔ 

沸点桜(ボイルドフラワー) 北原 真理／著 光文社 913.6/ｷﾀﾊ 

雪子さんの足音 木村 紅美／著 講談社 913.6/ｷﾑﾗ 

路上の X 桐野 夏生／著 朝日新聞出版 913.6/ｷﾘﾉ 

祝葬 久坂部 羊／著 講談社 913.6/ｸｻｶ 

鉄塔おじさん 黒木 渚／著 講談社 913.6/ｸﾛｷ 

赤猫 柴田 哲孝／著 光文社 913.6/ｼﾊﾀ 

東京ランナーズ 渋谷 和宏／著 KADOKAWA 913.6/ｼﾌﾔ 

屋上 島田 荘司／著 講談社 913.6/ｼﾏﾀ 

茶屋四郎次郎、伊賀を駆ける 諏訪 宗篤／著 朝日新聞出版 913.6/ｽﾜ 

ぼくにできること 土屋 竜一／著 みらいパブリッシング 913.6/ﾂﾁﾔ 

奥羽関ケ原 政宗の謀、兼続の知、義光の勇  

松永 弘高／著 朝日新聞出版 913.6/ﾏﾂﾅ 

刑事の血筋 三羽 省吾／著 小学館 913.6/ﾐﾂﾊ 

三国志名臣列伝 後漢篇 宮城谷 昌光／著 文藝春秋 913.6/ﾐﾔｷ 

星の降る森で 自選短編小説集 1992-2000 本山 賢司／著 天夢人 913.6/ﾓﾄﾔ 

しょったれ半蔵 谷津 矢車／著 小学館 913.6/ﾔﾂ 

光点 山岡 ミヤ／著 集英社 913.6/ﾔﾏｵ 

私の頭が正常であったなら 山白 朝子／著 KADOKAWA 913.6/ﾔﾏｼ 

エンディングノート 山本 譲司／著 光文社 913.6/ﾔﾏﾓ 

花ひいらぎの街角 吉永 南央／著 文藝春秋 913.6/ﾖｼﾅ 

白鸚鵡 吉屋 信子／著 文遊社 913.6/ﾖｼﾔ 
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９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

デラシネの時代 五木 寛之／著 KADOKAWA 914.6/ｲﾂｷ 

愚者が訊く その２ 倉本 聰／著 双葉社 914.6/ｸﾗﾓ 

ここは、おしまいの地 こだま／著 太田出版 914.6/ｺﾀﾏ 

小村雪岱随筆集 小村 雪岱／著 幻戯書房 914.6/ｺﾑﾗ 

上品の壁 人間の器と奥行き 佐高 信／著 七つ森書館 914.6/ｻﾀｶ 

老いを生きる覚悟 曽野 綾子／著 海竜社 914.6/ｿﾉ 

立ち直る力 辻 仁成／著 光文社 914.6/ﾂｼ 

美女は天下の回りもの 林 真理子／著 マガジンハウス 914.6/ﾊﾔｼ 

坂を見あげて 堀江 敏幸／著 中央公論新社 914.6/ﾎﾘｴ 

すゞしろ日記 ３ 山口 晃／画 羽鳥書店 914.6/ﾔﾏｸ 

誰が一木支隊を全滅させたのか ガダルカナル戦と大本営の 

迷走 関口 高史／著 芙蓉書房出版 916/ｾｷｸ 

96歳元海軍兵の「遺言」 瀧本 邦慶／著 朝日新聞出版 916/ﾀｷﾓ 

ミャンマーからの声に導かれ 泰緬鉄道建設に従事した父の生涯 

 松岡 素万子／著 冨山房インターナショナル 916/ﾏﾂｵ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

『リア王』の時代 一六〇六年のシェイクスピア  

ジェイムズ・シャピロ／著 白水社 932/ｼ 

ハウスキーピング マリリン・ロビンソン／著 河出書房新社 933/ﾛ 

特急二十世紀の夜と、いくつかの小さなブレークスルー  

ノーベル文学賞受賞記念講演     カズオ・イシグロ／著 早川書房 934/ｲ 

アウシュヴィッツの歯科医  

ベンジャミン・ジェイコブス／著 紀伊國屋書店 934/ｼ 
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◆◆◆９２０～９９９ 外国の文学（つづき）◆◆◆ 

死神裁判 妻を奪われたボヘミア農夫の裁判闘争  

ヨハネス・デ・テプラ／著 現代書館 943/ﾃ 

孤島の祈り イザベル・オティシエ／著 集英社 953/ｵ 

ゲームの規則 ３ ミシェル・レリス／著 平凡社 954/ﾚ 

木のぼり男爵 我々の祖先 イタロ・カルヴィーノ／著 白水社 973/ｶ 

夜明けか黄昏か ポスト・ソビエトのロシア文学について  

ガリーナ・ドゥトキナ／著 群像社 980.2  

アズブカ レフ・トルストイ／著 未知谷 983/ﾄ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

抜け荷大名 麻倉 一矢／著 二見書房 BN/ｱｻ 

乱十郎、疾走(はし)る 浅田 靖丸／著 光文社 BN/ｱｻ 

地に巣くう あさの あつこ／著 光文社 BN/ｱｻ 

桜の下で待っている 彩瀬 まる／著 実業之日本社 BN/ｱﾔ 

殿様推参 井川 香四郎／著 文藝春秋 BN/ｲｶ 

御盾 斬馬衆お止め記 上 上田 秀人／著 徳間書店 BN/ｳｴ 

女盛りは心配盛り 内館 牧子／著 幻冬舎 BN/ｳﾁ 

女奴隷の烙印 大石 圭／著 光文社 BN/ｵｵ 

哀歌 岡本 さとる／著 角川春樹事務所 BN/ｵｶ 

卵を買いに 小川 糸／著 幻冬舎 BN/ｵｶ 

学校の青空 角田 光代／著 河出書房新社 BN/ｶｸ 

白金南蛮娘殺人事件 風野 真知雄／著 文藝春秋 BN/ｶｾ 

野獣王の劍 柳生一刀流 菊地 秀行／著 光文社 BN/ｷｸ 

秘めた企み 喜安 幸夫／著 二見書房 BN/ｷﾔ 

まっすぐ前そして遠くにあるもの 銀色 夏生／著 幻冬舎 BN/ｷﾝ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

飛田ホテル 黒岩 重吾／著 筑摩書房 BN/ｸﾛ 

感染領域 くろき すがや／著 宝島社 BN/ｸﾛ 

影なき刺客 小杉 健治／著 二見書房 BN/ｺｽ 

精鋭 今野 敏／著 朝日新聞出版 BN/ｺﾝ 

げんげ 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

さくさくかるめいら 坂井 希久子／著 角川春樹事務所 BN/ｻｶ 

都怪ノ奇録 鈴木 呂亜／著 竹書房 BN/ｽｽ 

古田織部 戦国数奇大名の生涯 高橋 和島／著 光文社 BN/ﾀｶ 

筋読み 田村 和大／著 宝島社 BN/ﾀﾑ 

夏の雁 辻堂 魁／著 徳間書店 BN/ﾂｼ 

兄妹剣士 鳥羽 亮／著 光文社 BN/ﾄﾊ 

結び布 中島 要／著 角川春樹事務所 BN/ﾅｶ 

世界で一番美しい病気 中島 らも／著 角川春樹事務所 BN/ﾅｶ 

雨に消えて 夏樹 静子／著 光文社 BN/ﾅﾂ 

流転 鳴海 章／著 実業之日本社 BN/ﾅﾙ 

秘剣三日月斬り 髪結新三事件控 鳴海 丈／著 廣済堂出版 BN/ﾅﾙ 

河のほとりで 葉室 麟／著 文藝春秋 BN/ﾊﾑ 

三人屋 原田 ひ香／著 実業之日本社 BN/ﾊﾗ 

幕末愚連隊 叛逆の戊辰戦争 幡 大介／著 実業之日本社 BN/ﾊﾝ 

触法少女誘悪 ヒキタ クニオ／著 徳間書店 BN/ﾋｷ 

日本 SF傑作選４「平井和正」 日下 三蔵／編 早川書房 BN/ﾋﾗ 

隠密旗本 福原 俊彦／著 光文社 BN/ﾌｸ 

隼人始末剣 最強の本所方与力 大岡暗殺 誉田 龍一／著 コスミック出版 BN/ﾎﾝ 

アルテーミスの采配 真梨 幸子／著 幻冬舎 BN/ﾏﾘ 

報復の犬 南 英男／著 実業之日本社 BN/ﾐﾅ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

羊と鋼の森 宮下 奈都／著 文藝春秋 BN/ﾐﾔ 

京洛の森のアリス 望月 麻衣／著 文藝春秋 BN/ﾓﾁ 

刑事学校 矢月 秀作／著 文藝春秋 BN/ﾔｽ 

洛中洛外画狂伝 狩野永徳 谷津 矢車／著 徳間書店 BN/ﾔﾂ 

吉行淳之介ベスト・エッセイ 吉行 淳之介／著 筑摩書房 BN/ﾖｼ 

迷路の少女 シッゲ・エクランド／著 早川書房 B/ｴｸ 

ダウンサイド強奪作戦 マイク・クーパー／著 早川書房 B/ｸﾊ 

スフィンクスの秘儀 上・下 クリスチャン・ジャック／著 竹書房 B/ｼﾔ 

限界点 上・下 ジェフリー・ディーヴァー／著 文藝春秋 B/ﾃｲ 

椿姫 デュマ・フィス／著 光文社 B/ﾃﾕ 

ジェーン・スティールの告白 リンジー・フェイ／著 早川書房 B/ﾌｴ 

貧乏お嬢さま、ハリウッドへ リース・ボウエン／著 原書房 B/ﾎｳ 

時空のゆりかご エラン・マスタイ／著 早川書房 B/ﾏｽ 

ワン・プラス・ワン ジョジョ・モイーズ／著 小学館 B/ﾓｲ 

オンブレ エルモア・レナード／著 新潮社 B/ﾚﾅ 

シンクロニト育成所 エルンスト・ヴルチェク／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

 

Ｔ 暮らし                                                

ひとり暮らしレスキューBOOK 

ひとり暮らしの「困った！」をこの 1冊ですべて解決 

 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 T0  

みんなの「無印良品」日記 人気アイテムでつくる、心地よい衣食住のアイデア。 

 みんなの日記編集部／著 翔泳社 T0  

ゆうこさんちの手づくり暮らし 三角屋根の小さなおうちでのんびり過ごす家族時間 

 敏森 裕子／著 オーバーラップ T0  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

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  

麻と綿で編む、まいにちのニット 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 T13  

一目刺しの刺し子のふきん 安蒜 綾子／著 主婦と生活社 T15  

クロスステッチ花の図案帖 スーザン・ベイツ／著 ブティック社 T15  

四季の野草リース 辻 典子／著 世界文化社 T17  

エコアンダリヤとサマーヤーンで編むバッグと小物  

オールシーズン使える 27のおでかけ雑貨 渡部 まみ／著 学研プラス T19  

すぐれものバッグ 基本の形、用途に合わせて使いやすい実用的なバッグ 43点 

 日本ヴォーグ社 T19  

手織りを楽しむまきものデザイン 200  

四季折々のストール、ショール、マフラーをつくる  

箕輪 直子／著 誠文堂新光社 T19  

DOLL OUTFIT STYLE うっとりするほどかわいいドール服のレシピ 

 F4*gi／著 日本文芸社 T19  

ハンドメイドアクセサリーはじめてブック 

お気に入りがきっと見つかる！ 169バリエーション 学研プラス T19  

まいにちつかうもの 石川 ゆみ／著 筑摩書房 T19  

フェルトで作るかわいい和のお飾り お部屋を素敵に演出する 

熱帯魚・水草選びからはじめるアクアリウム 美しいレイアウトがつくれる！ 

 千田 義洋／監修 成美堂出版 T3  

基本の洋食 子どもも大人も、みんな大好き！ 主婦の友社／編 主婦の友社 T41  

 

さばかないデリ風魚介レシピ EASY&DELICIOUS DISHES  

真藤 舞衣子／著 産業編集センター T41  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

ちゃんとおぼえたい和食 「おいしいね」と家族からほめられる和食の作り方 

 吉田 麻子／著 秀和システム T41  

超簡単なので自炊やってみた。 自炊研究会／編 家の光協会 T41  

ちょこっと下ごしらえで夜ラク！絶品ごはん 舘野 鏡子／著 学研プラス T41  

てんきち母ちゃんのあるものだけで 10分作りおき 

簡単飽きないめっちゃおいしい！ 井上 かなえ／著 文藝春秋 T41  

母のためにごはんをつくりました 「息子の味」を、おふくろへ 

 こんどう しょうた／著 主婦の友インフォス T41  

料理用あま酒、はじめました。 舘野 真知子／著 光文社 T41  

2品で満足！ラクしてうまい！笠原定食 笠原 将弘／著 扶桑社 T41  

すぐ作れる！人気のおべんとう 400 検見崎 聡美／著 学研プラス T42  

二菜弁当 “おかずは二つ”だから作りやすい  

オカズデザイン／著 成美堂出版 T42  

手づくり絶品レトロパン プロが教える 山崎 豊／著 世界文化社 T45  

お菓子とパン 小麦粉なしでかんたん、やさしい。  

桑原 奈津子／著 主婦と生活社 T46  

ギルトフリーなおやつ 食べても罪悪感なし。  

川上 ミホ／著 文化学園文化出版局 T46  

家でたのしむ手焙煎(ハンド・ロースト)コーヒーの基本 

「中川ワニ珈琲」のレシピ 中川 ワニ／著 リトルモア T47  

ゆらいだら、薬膳 麻木 久仁子／著 光文社 T49  

心地いいわが家のつくり方 ２ 主婦の友社／編 主婦の友社 T5  

シロウト夫婦のきょうも畑日和 家庭菜園はじめました  

金田 妙／著 農山漁村文化協会 T6  

 



26 

 

◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

はじめてでも失敗しない花づくりの基本 100 

園芸ビギナーが必ず知っておきたいこと 古賀 有子／監修 主婦の友社 T6  

ベランダ寄せ植え菜園 自然の力を借りるから失敗しない  

たなか やすこ／著 誠文堂新光社 T6  

ぐうたら流有機農業のコツ読本 西村 和雄／著 七つ森書館 T6  

おいしい育児 家でも輝け、おとうさん！ 佐川 光晴／著 世界思想社 T9  

子育てで絶対やってはいけない３５のこと 

アグネス流後悔しない子育て決定版！！ アグネス・チャン／著 三笠書房 T9  

小学生のことがまるごとわかるキーワード 55 

小学生ってどんな時期？どうかかわればいい？ 小野寺 敦子／著 金子書房 T9  

モンテッソーリ流たった 5分で「言わなくてもできる子」に変わる本 

 伊藤 美佳／著 青春出版社 T9  

モンテッソーリ教育で伸びる子を育てる！ 平川 裕貴／著 彩図社 T9  

 

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

幕末維新人物 100列伝 新田 純／著 展望社 SB5.4  

夜明けの海鳴り 北の幕末維新 合田 一道／著 柏艪舎 SB5.6  

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 SW3  
 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

新聞集成昭和編年史 昭和３９年版５  

明治大正昭和新聞研究会／編集制作 新聞資料出版 R217  

日本の海岸植物図鑑 中西 弘樹／著 トンボ出版 R471.7  

よくわかる日本料理用語事典 遠藤 十士夫／監修 旭屋出版 R596.2  

株価総覧 2018 東洋経済新報社 R676.3  
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４月のおはなし会 
会 場 日 程 0～2歳児 3～未就学児 小学生以上 

中央図書館 
１1日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

26日（木） 10：30～ ― ― 

高幡図書館 
4日（水） 

15：00～ 15：30～ 16：00～ 
１8日（水） 

日野図書館 １8日（水） ― ― 16：00～ 

多摩平図書館 
12日（木） 10：30～ ― ― 

25日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

平山図書館 19日（木） 10：30～ ― ― 

百草図書館 27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。 

「サンダカン八番娼館」 
 山崎 朋子 文藝春秋 2008.1 BN/ﾔﾏ 

 明治期から大正中期にかけて１０歳にも満たない少女達が海外に身を売ら

れ、娼館で働かされていた「からゆきさん」と呼ばれる人達がいました。 

 著者は、当時の労働環境や境涯を知るために、実際にからゆきさんと三週間

の共同生活を送ります。 

どうしてこんなにも心が綺麗なまま生きてこられたのだろう･･･人として円

熟していくのに教養の有無は関係ないのかもしれない。 

これからの自分の行き方、考え方について考えるきっかけになる本です。（H） 
 

「氷菓（<古典部>シリーズ 1）」 
 米澤 穂信 角川書店 2001.11 BN/ﾖﾈ 

 省エネを信条とする高校 1 年生、折木奉太郎。彼は、姉からの命令で廃部寸

前の部活「古典部」に入部することになります。そこで出会った好奇心旺盛の

少女、千反田えると、中学校からの同級生、福部里志と伊原魔耶花の 4 人が、

高校を舞台に数々の事件を推理していく「古典部シリーズ」の第一巻です。 

 ほとんどの人が経験する高校生活。よく高校生活はバラ色と表現されます

が、奉太郎は灰色の高校生活を望んでいます。そんな中、奉太郎はえると出会

い、彼女の好奇心に振り回される内に、灰色の高校生活がほんの少し、でも確

かに色づいていきます。物語の進み方はゆっくりで、いわゆる“普通の”高校

生が“普通の”日常を送っています。高校生活がバラ色だった方、そうでない

方、これから高校生活を送る方全ての人に読んでもらいたい作品です。（M） 

＊実践女子大学の図書館実習生２名による本の紹介です。 
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曜日 時間 駐車場 住所 ４月 ５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 

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 

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 

☂ 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。  

 

移動図書館ひまわり号 ４月・５月巡回日程 

4 月から 


