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中央・高幡・日野 

多摩平・平山・百草（月曜日） 
7日 14日 21日 28日    

市政図書室（日曜日・祝日） 3日 4日 5日 6日 13日 20日 27日 

 

日野市立図書館 館報 

２０１８年 5月 №225 

発行：日野市立中央図書館  ☎ 042-586-0584 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp 

〈点字版・DAISY版の必要な方はご連絡ください〉 

 

今月のひろば 
P.2  絵本読み聞かせ入門講座 

P.3   第３次日野市立図書館基本計画を策定しました 

図書館集会室の抽選会のお知らせ 

P.4   ５月 百草図書館 環境展示コーナー 

“点字体験ひろば”を開催しました  

P.5   おたのしみ会を開催しました！ 

P.6  日野ヤングスタッフ ブックパレード in日野第一中学校を開催しました    

P.7  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 

＊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 

5月の休館日 
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対象 読み聞かせに興味のある市民（初心者向け） 

日時 ①5月 11日（金） ②6月 1日（金） 9：30～11：30 

会場 ① 多摩平の森ふれあい館 3階集会室 6 

② 高幡図書館 2階おはなし会室 

内容 集団に対する読み聞かせの仕方、本の選び方、 

参考図書の紹介、実習 

定員 各 15名 

申込み方法 ①5月 3日（木）10時より多摩平図書館へ 

②5月 17日（木）10時より高幡図書館へ 

来館または電話で先着順に受け付けます。 

申込み・問合せ先 ①  多摩平図書館 電話 583-2561 

②  高幡図書館 電話 591-7322 

 

 

 

 

 

当日は、実習の時間を設けてお１人ずつ、皆さん

の前で絵本を読んでいただきます。 

申込みの際、お名前・ご連絡先とあわせて「読み

聞かせてみたい絵本の題名」もお伺いしますの

で、事前に一冊お選びくださるようお願いいたし

ます。 
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図書館集会室の抽選会のお知らせ 
 

利用期間：平成 30年度後期（平成 30年 10月～3月） 

抽選日 ：平成 30年 5月 31日（木）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 ：5月 4日（金）～5月 30日（水） 

     各図書館窓口（中央図書館・高幡図書館・百草図書館）へ 

 

 

第３次日野市立図書館基本計画を策定しました 

 第２次日野市立図書館基本計画の計画期間（平成２５年度から平成２９年度）

が終了したことをうけて、平成３０年３月に第３次日野市立図書館基本計画を策

定しました。この計画の期間は、平成３０年度から平成３４年度までの５年間で

す。 

 この計画は、「くらしの中に図書館を 本と出あい、人と出あう 『知のひろば』

が地域の文化を創る」を基本理念とし、理念の実現を目指して次の５つの基本方

針のもとに施策の推進を図ります。 

 （１）地域の文化を創る拠点となる図書館をめざします 

 （２）市民が気軽に立ち寄ることができる交流や憩いの場となります 

 （３）市民の読書活動を推進します 

 （４）すべての市民に図書館サービスを提供します 

 （５）現在および未来の市民が求める資料・情報を収集・提供・保存します 

 

地域の特性を活かして、地域館の取り組みを充実させます（重点施策） 
 第３次日野市立図書館基本計画では、地域館がそれぞれの地域の文化を創る拠

点となることを目指して計画を推進していきます。 

 

閲覧はホームページ、または各図書館で 
 『第３次日野市立図書館基本計画』は、日野市のホームページ、日野市立図書

館のホームページで見ることができます。また、市内の各図書館で閲覧すること

もできます。 

 

※お問い合わせは各図書館にお願いいたします。 

（お問い合わせ先は２２ページをご覧ください。） 
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「５月 百草図書館 環境展示コーナー」 

皆さんは、「環境問題」と聞いて、どんなキーワードを思い浮かべますか？ 

節電、異常気象、ゴミ問題、地球温暖化、海洋汚染、エコカー、自然エネルギー、エ

コな生活などなど、図書館には様々な切り口の資料があります。 

百草図書館では、今月「ひのエコ」プログラムの一環として、「環境に関する資料の展

示コーナー」を設けます。また今後、各図書館でも時期をずらして行っていきます。身近

なことから、宇宙規模まで色々な本を手に取って、考えるきっかけにしていただけたらと

思います。 

 

展示資料の一部をご紹介します。 

・『エコな生活 少しの工夫でおいしい毎日』  マキ／著 KADOKAWA 2016年刊 

お金がかからず、心にも財布にもやさしい。自分の手を動かして暮らしをつくることの

楽しさを知るきっかけになればと提案する本書は、忙しい生活の中で、オートマチック

化、ケミカル化に疲れ気味の私たちに、自然や素材の良さを考えるヒントをくれます。 

・『エコカー技術の最前線 

 どこまでも進化する燃費改善と排出ガスのクリーン化に迫る』 

高根 英幸／著 SB クリエイティブ 2017 年刊 

燃費がよく、環境にやさしい車、エコカーが増えています。エコカーにも色々な種類が

あり、自動車メーカーにより、独自のメカニズムが盛り込まれ、さまざまな魅力があるこ

とがわかります。急速にスピードアップする車の技術革新について考えてみませんか？ 

 

 

 

 

 

 
 

 ３月１４日（水）午後２時から３時まで、中央図書館集会室で“点字体験ひろ

ば”を開催しました。平日の午後ということもあり、今回は、大人の方が何人

か参加してくださいました。参加された方は、点字の読み書きを何度もなんど

もチャレンジされていました。 

点字の体験と共に、「障害者サービス」を多くの皆さんに知っていただく機会

として、今後も開催していきます。 

 

 “点字体験ひろば”を開催しました！ 
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おたのしみ会を開催しました！ 
 

図書館では、小さなお子さんに本を親しんでもらうため、また、保護者の方とお子

さんが本を通じて多くのコミュニケーションをはかるきっかけとなるように、毎月

「おはなし会」を、そして年１回特別プログラムの「おたのしみ会」を開催しています。 

 

★０・１・２歳向けには、絵本の読み聞かせや手遊びを一緒に楽しんだ後に、『おり

がみ指人形オリパペ 切らずに 1枚で折る』（エムディエヌコーポレーション 2014

年）より、犬や猫の指人形をお土産にしてもらいました。折り紙で作ったかわいい人

形を指にはめて、みんなにっこり！ 

 

★３～６歳向けには、『遊んで育つ手づくりおもちゃ』（クリエイツかもがわ 2016

年）より、「出てこいうさぎ」を作りました。ポリ袋に好きな絵を描き、紙コップに

かぶせます。輪ゴムで止めて、ストローで膨らませると、あら不思議。袋がだんだん

大きくなって、うさぎが「こんにちは！」。一生懸命ストローを吹くと、うさぎやお

化けも現れました！ 

 

★小学生向けには、『びっくり！ おもしろしかけ遊び 動かして遊ぼう』（チャイル

ド本社 2012 年）より、「3 本でできるガーガーからすとゲコゲコかえる」を作りま

した。紙コップとストローで楽しむアイディアおもちゃです。紙コップに好きな絵を

描き、紙コップの底に穴を開け、ストローの曲がる部分を差し込みます。ストローを

上下に動かすとゲコゲコ蛙の声が聞こえます。みんなが作ってくれたのは、蛙だけじ

ゃなくて、鳥や猫も！ 最後にみんなで鳴らしておしまい。 

 

たくさんのお子さんたちに参加していただきました。これからも、楽しい企画を行

っていきます。お気軽にご参加ください！ 

 

 

 

  

 

作成風景♪ 完成！ 
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ブックパレード in日野第一中学校 
を開催しました！ 

３月 5 日（月）、日野第一中学校 図書委員会の中学生に向けて、日野ヤングスタッフに

よるブックパレードを開催しました！ 

当日は、日野ヤングスタッフ 3 名が、それ

ぞれ「中学生におすすめしたい本」を１～２冊

ずつ紹介しました。 

紹介した本は、生き物の生態について書かれ

た本や新書など様々。中学生から感心する声や

笑い声が漏れ、和やかな雰囲気の中、パレード

を進行することができました。また、「ぜひ読

んでみたい」という感想を、たくさん貰うこと

ができました。 

 

（ ブックパレードの様子 ） 

 

パレード終了後は、中学生に、自分の好き

な本を付箋に書いてもらいました。 

本を紹介しあうことで、より読書への関心

を深めることができました。 

  

ヤングスタッフから、読書の魅力を直に伝

えることができる、とても貴重な時間となり

ました。 

                               （おすすめ本紹介時の様子・パレード終了後の様子） 

日野第一中学校 図書委員会の皆さん、ありがとうございました 

 

 

 

 

 

日野ヤングスタッフ 

★日野ヤングスタッフとは？ 

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ため、ブックリスト作成、本の紹介イベントなど、様々な活動を

行っています。現在は 1５名で活動中。日野市在住・在学・在勤で、16歳～22歳の

方は、いつでも加入することができます。 

★ブックパレードとは？ 

 スタッフ数名が、それぞれの感性で本を選び、紹介するイベント。 

★お問い合わせ 

  高幡図書館（042-591-7322） 
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 図書館に入った 新 し い 本 
2月 23日から 3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                                       

魔女っ子司書と図書館のたね 八巻 千穂／著 郵研社 010.4/ﾔ 

学校図書館はカラフルな学びの場 松田 ユリ子／著 ぺりかん社 017  

読み聞かせは魔法！ 吉田 新一郎／著 明治図書出版 019.5  

デザインの作法 本は明るいおもちゃである 松田 行正／著 平凡社 022.5  

朝日リスク 暴走する報道権力が民主主義を壊す  

櫻井 よしこ／著 産経新聞出版 070.21  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

静かな力 内向型の人が自分らしく生きるための本  

スーザン・ケイン／著 学研プラス 141.9  

ラカンの哲学 哲学の実践としての精神分析 荒谷 大輔／著 講談社 145.9  

人生から失敗はゼロになる 強く、賢く、そして愉しく生きる 

 上杉 隆／著 三笠書房 159  

脳リミットのはずし方 自分の限界を超えろ！  

茂木 健一郎／著 河出書房新社 159  

没頭力 「なんかつまらない」を解決する技術 吉田 尚記／著 太田出版 159  

宗教と資本主義・国家 激動する世界と宗教 池上 彰／著 KADOKAWA 160.4  

神饌 供えるこころ 野本 暉房／写真 淡交社 176.5  

釈伝空海 上・下 西宮 紘／著 藤原書店 188.5  

超訳無門関 ひろ さちや／著 中央公論新社 188.8  

聖書の成り立ちを語る都市 フェニキアからローマまで  

ロバート・R.カーギル／著 白水社 193  
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２００ 歴史・伝記・地理                                                

帝国の最期の日々 上・下 パトリス・ゲニフェイ／編 原書房 209  

歴史研究と<総合資料学> 国立歴史民俗博物館／編 吉川弘文館 210.7  

高精細画像で甦る 150年前の幕末・明治初期日本  

ブルガー&モーザーのガラス原板写真コレクション 

 東京大学史料編纂所古写真研究プロジェクト／編 洋泉社 215.8  

1968 ２ 筑摩書房 217.6  

残念すぎる朝鮮 1300年史 宮脇 淳子／著 祥伝社 221  

ケルトの想像力 歴史・神話・芸術 鶴岡 真弓／著 青土社 230.3  

英国公文書の世界史 一次資料の宝石箱 小林 恭子／著 中央公論新社 233  

図説呪われたパリの歴史 ベン・ハバード／著 原書房 235  

未完の巡礼 冒険者たちへのオマージュ 神長 幹雄／著 山と溪谷社 281  

幕末の女医楠本イネ シーボルトの娘と家族の肖像  

宇神 幸男／著 現代書館 281/ｸ 

義経と源平合戦を旅する 産業編集センター 281/ﾐ 

孤高の国母貞明皇后 知られざる「昭和天皇の母」   

川瀬 弘至／著 産経新聞出版 288.4  

1924 ヒトラーが“ヒトラー”になった年  

ピーター・ロス・レンジ／著 亜紀書房 289.8/ﾋ 

世界がわかる地理学入門 気候・地形・動植物と人間生活  

水野 一晴／著 筑摩書房 290.1  

寅さんの列車旅 映画『男はつらいよ』の鉄道シーンを紐解く 

 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 291  

ライトアップ夜の神社・お寺めぐり G.B. 291  

ちゃんと歩ける日光街道 奥州街道 日光道中二十一次 奥州道中十次 

 八木 牧夫／著 山と溪谷社 291.3  

湘南ハイク 鎌倉・逗子・葉山・横須賀・三浦の山歩き 山と溪谷社 291.37  

オールカラー地図と写真から見える！京の都歴史を歩く！  

              川端 洋之／著 西東社 291.62  

韓国古い町の路地を歩く ハン ピルォン／著 三一書房 292.1  

欧州旅日記 田辺 誠一／著 産業編集センター 293  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

グッバイ、レニングラード ソ連邦崩壊から 25年後の再訪  

小林 文乃／著 文藝春秋 293.8  

おとぎの国をめぐる旅バルト三国へ 渋谷 智子／著 イカロス出版 293.88  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

こんなこと書いたら日本中を敵に回す本 禁断のアホワールドへ 

 辛坊 治郎／著 光文社 304/ｼ 

問題は右でも左でもなく下である 適菜 収／著 ベストセラーズ 304/ﾃ 

「立憲民主党」「朝日新聞」という名の“偽リベラル”  

八幡 和郎／著 ワニブックス 304/ﾔ 

危機の政治学 カール・シュミット入門 牧野 雅彦／著 講談社 311.23  

金正恩 狂気と孤独の独裁者のすべて 五味 洋治／著 文藝春秋 312.21  

習近平帝国の暗号 2035 中澤 克二／著 日本経済新聞出版社 312.22  

バノン悪魔の取引 トランプを大統領にした男の危険な野望 

 ジョシュア・グリーン／著 草思社 312.53  

世界の選挙制度 大林 啓吾／編著 三省堂 314.8  

福岡市が地方最強の都市になった理由  

木下 斉／著 PHPエディターズ・グループ 318.7 

韓国と北朝鮮は何を狙っているのか 

 核ミサイル危機から南北連合国家へのシナリオ 呉 善花／著 KADOKAWA 319.21  

平和をつくるを仕事にする 鬼丸 昌也／著 筑摩書房 319.8  

成年後見制度の闇 長谷川 学／著 飛鳥新社 324.6  

遺贈寄付 最期のお金の活かし方 星野 哲／著 幻冬舎 324.7  

孤高の法医学者が暴いた足利事件の真実 梶山 天／著 金曜日 326.2  

エコノミクス・ルール 憂鬱な科学の功罪 ダニ・ロドリック／著 白水社 331  

オークション理論 単一財競売メカニズムの数学的解明  

V.クリシュナ／著 中央経済社 331.1  

アベノミクスが変えた日本経済 野口 旭／著 筑摩書房 332.1  

海を渡った鯨組の子孫たち 土屋 康夫／著 ゆいぽおと 334.45  

正統派リーダーの教科書 江口 克彦／著 東洋経済新報社 336  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

介護に直面した従業員に人事労務担当者ができるアドバイス 

仕事と介護の両立をサポート！ 和氣 美枝／著 第一法規 336.4  

今から始める・見直す管理会計の仕組みと実務がわかる本 

 梅澤 真由美／著 中央経済社 336.8  

こじれた仲の処方箋 ハリエット・レーナー／著 東洋館出版社 361.4  

くらべる世界 おかべ たかし／文 東京書籍 361.6  

それでも年金は得だ 若者から高齢者までの年金入門  

岡 伸一／著 旬報社 364.6  

脱住宅 「小さな経済圏」を設計する 山本 理顕／著 平凡社 365.3  

58歳からのハローワーク 200%活用術 日向 咲嗣／著 朝日新聞出版 366.2  

雇用は契約 雰囲気に負けない働き方 玄田 有史／著 筑摩書房 366.5  

母娘(ははこ)問題 ２ オトナの親子 おぐら なおみ／著 中央公論新社 367.3  

裁判例から学ぶ介護事故対応 利用者・家族・スタッフ別にポイント解説！ 

 外岡 潤／著 第一法規 367.9  

定年入門 イキイキしなくちゃダメですか 高橋 秀実／著 ポプラ社 367.9  

老いぼれ記者魂 青山学院春木教授事件四十五年目の結末 

 早瀬 圭一／著 幻戯書房 368.6  

ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手に暮らすための本 

 村上 由美／著 翔泳社 369.2  

蘇るサバ缶 震災と希望と人情商店街 須田 泰成／著 廣済堂出版 369.3  

先生と子どもの「怒り」をコントロールする技術  

「怒り」と上手に付き合い、学校生活を豊かなものに！  

佐藤 恵子／著 ナツメ社 371.4  

13歳からの教育勅語 国民に何をもたらしたのか  

岩本 努／著 かもがわ出版 372.1  

親のための受験の教科書 親が受験を知らないと子どもは不幸になる 

 和田 秀樹／著 ぴあ 376.8  

慶應三田会 学閥の王者 週刊ダイヤモンド編集部／編 ダイヤモンド社 377.21  

なぜオックスフォードが世界一の大学なのか  

コリン・ジョイス／著 三賢社 377.23  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

発達障害のある子と家族の支援 

問題解決のために支援者と家族が知っておきたいこと 

 中田 洋二郎／著 学研プラス 378  

大学生が本気で考える子どもの放課後 弘前大学生の地域参加とプレイワーク実践 

 深作 拓郎／編集代表 学文社 379.3  

英雄たちの食卓 遠藤 雅司／著 宝島社 383.8  

このお守りがすごい！ 日本全国開運神社  

中津川 昌弘／著 ダイヤモンド・ビッグ社 387  

  

４００ 科学・生物・医学                                                                    

今の科学でここまでわかった世界の謎 99  

日経ナショナルジオグラフィック社 404  

ここが一番おもしろい理系の話 おもしろサイエンス学会／編 青春出版社 404  

天空の地図 人類は頭上の世界をどう描いてきたのか アン・ルーニー／著 

 日経ナショナルジオグラフィック社 440.2  

微隕石探索図鑑 あなたの身近の美しい宇宙のかけら  

ヨン・ラーセン／著 創元社 447.5  

オーロラの話をしましょう 

世界的権威が語るオーロラ研究の黎明期から最新研究まで  

赤祖父 俊一／著 誠文堂新光社 451.7  

日本の山と海岸 成り立ちから楽しむ自然景観 島津 光夫／著 築地書館 454.5  

野尻湖のナウマンゾウ 市民参加でさぐる氷河時代  

野尻湖発掘調査団／著 新日本出版社 457.8  

ぼくは虫ばかり採っていた 生き物のマイナーな普遍を求めて  

池田 清彦／著 青土社 460.4/ｲ 

闘う微生物 抗生物質と農薬の濫用から人体を守る  

エミリー・モノッソン／著 築地書館 465  

動物はいつから眠るようになったのか？ 線虫、ハエからヒトに至る睡眠の進化 

 大島 靖美／著 技術評論社 469.2  

樹木の名前 和名の由来と見分け方 高橋 勝雄／解説 山と溪谷社 470.3  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

植物 奇跡の化学工場 光合成、菌との共生から有毒物質まで 

 黒柳 正典／著 築地書館 471.4  

家の中のすごい生きもの図鑑 久留飛 克明／文 山と溪谷社 480  

人と動物の関係を考える 仕切られた動物観を超えて  

打越 綾子／編 ナカニシヤ出版 480.7  

絶滅危惧の地味な虫たち 失われる自然を求めて 小松 貴／著 筑摩書房 486.1  

自然散策が楽しくなる！見わけ・聞きわけ野鳥図鑑  

叶内 拓哉／監修・写真 池田書店 488.1  

闇に魅入られた科学者たち 人体実験は何を生んだのか  

NHK「フランケンシュタインの誘惑」制作班／著 NHK出版 490.75  

1型糖尿病をご存知ですか？ 「1型はひとつの個性」といえる社会をめざして 

 宮川 高一／著 ミネルヴァ書房 493.12  

リアル脳卒中 患者 200人の生の声 結城 俊也／著 日外アソシエーツ 493.73  

あがり症は治さなくていい 大切なことはアドラーと森田正馬に教えてもらった 

 佐藤 健陽／著 旬報社 493.74  

スマホが学力を破壊する 川島 隆太／著 集英社 493.93  

診療放射線技師になるには 笹田 久美子／著 ぺりかん社 498.14  

５秒ひざ裏のばしですべて解決 壁ドン！壁ピタ！ストレッチ 

 川村 明／著 主婦の友社 498.3  

薬学部教授だけが知っている薬のいらない健康な生き方  

千葉 良子／著 ダイヤモンド社 498.3  

睡眠学の権威が解き明かす眠りの新常識 内山 真／著 KADOKAWA 498.36  

脳を強化したければ、ラジオを聴きなさい 加藤 俊徳／著 宝島社 498.39  

化学毒物マヒ がん・アレルギーの真因に迫る 渡辺 雄二／著 緑風出版 498.4  

「おいしさ」の科学 素材の秘密・味わいを生み出す技術  

佐藤 成美／著 講談社 498.51  

法医学事件簿 死体はすべて知っている 上野 正彦／著 中央公論新社 498.9  

世界を救った日本の薬 画期的新薬はいかにして生まれたのか？ 

 塚崎 朝子／著 講談社 499.3  
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５００ 技術・工学・環境                                                                      

僕がロボットをつくる理由 未来の生き方を日常からデザインする 

 石黒 浩／著 世界思想社 501.9  

人工知能時代を<善く生きる>技術 堀内 進之介／著 集英社 504/ﾎ 

県都物語 47都心空間の近代をあるく 西村 幸夫／著 有斐閣 518.8  

アルヴァ・アールトの建築 エレメント&ディテール  

アルヴァ・アールト／作 学芸出版社 520.2/ｱ 

飯舘を掘る 天明の飢饉と福島原発 佐藤 昌明／著 現代書館 543.4  

インド・シフト 世界のトップ企業はなぜ、「バンガロール」に拠点を置くのか？ 

 武鑓 行雄／著 PHP研究所 548.22  

YouTube革命 メディアを変える挑戦者たち  

ロバート・キンセル／著 文藝春秋 548.3  

できるパソコンのお引っ越しWindows 7からWindows 10に乗り換えるために読む本 

 清水 理史／著 インプレス 548.4  

ゼロから分かる！図解日本酒入門 山本 洋子／著 世界文化社 588.5  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

スパイス三都物語 ヴェネツィア・リスボン・アムステルダムの興亡の歴史 

 マイケル・クロンドル／著 原書房 617.6  

トマト缶の黒い真実 ジャン＝バティスト・マレ／著 太田出版 628.5  

森林の変化と人類 中静 透／編 共立出版 650.2  

どんな人でもできる 1年でトップ営業に駆け上がる 54のリスト 

 福山 敦士／著 大和書房 673.3  

ウォーレン・バフェットはこうして最初の 1億ドルを稼いだ  

若き日のバフェットに学ぶ最強の投資哲学  

グレン・アーノルド／著 ダイヤモンド社 676.5  

港の日本史 吉田 秀樹／著 祥伝社 683.9  

中央線格差 中央線総合研究会／著 宝島社 686.21  

“日本一貧乏な観光列車”が走るまで 「ながまれ海峡号」の奇跡 

 佐藤 優子／著 ぴあ 686.21  

「東北のハワイ」は、なぜ V字回復したのか スパリゾートハワイアンズの奇跡 

 清水 一利／著 集英社 688.3  
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◆◆◆６００ 産業・交通・通信（つづき）◆◆◆ 

聞きたいことを聞き出す技術 反町 理／著 扶桑社 699.6  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

舞台の上の障害者 境界から生まれる表現  

長津 結一郎／著 九州大学出版会 702  

もっと知りたいレオナルド・ダ・ヴィンチ 生涯と作品  

裾分 一弘／監修 東京美術 702.8/ﾚ 

絶対に見逃せない美術展ガイド 2018年 日経 BP社 706.9  

仏像の本 感じる・調べる・もっと近づく 廣瀬 郁実／著 山と溪谷社 718  

名画のなかの猫 アンガス・ハイランド／編著 エクスナレッジ 720.2  

知識ゼロからの西洋絵画困った巨匠たち対決 山田 五郎／著 幻冬舎 723.3  

猪熊弦一郎のおもちゃ箱 やさしい線  

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館／監修 小学館 723.8/ｲ 

イギリス野の花図鑑 ヘンリー・テリー／著 パイインターナショナル 724.4  

線一本からはじめる伝わる絵の描き方 ロジカルデッサンの技法 

 OCHABI Institute／著 インプレス 725  

いきなり最終回 昭和・平成「傑作マンガ」スペシャル！  

別冊宝島編集部／編 宝島社 726.1  

過去六年間を顧みて かこさとし小学校卒業のときの絵日記 

 かこ さとし／著 偕成社 726.5  

自由に描く和紙ちぎり絵 貼って楽しい！飾ってうれしい！ 

 田中 悠子／講師 主婦の友社 726.9  

この 10年でいちばん重要な文房具はこれだ決定会議  

ブング・ジャム／著 スモール出版 729  

世界のなかで自分の役割を見つけること 最高のアートを描くための仕事の流儀 

 小松 美羽／著 ダイヤモンド社 732.8/ｺ 

写真のことが全部わかる本 

  センス&知識ゼロからの写真のはじめかた、教えます。 

                   中原 一雄／著 インプレス 743  

活発脳をつくる 60歳からのおりがみ デカ文字で読みやすい！ 

 古賀 良彦／監修 主婦の友社 754.9  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

日本刀が語る歴史と文化 宮崎 政久／著 雄山閣 756.6  

ブルックナー交響曲 ハンス＝ヨアヒム・ヒンリヒセン／著 春秋社 762.8/ﾌ 

ゼロから分かる！図解落語入門 稲田 和浩／文 世界文化社 779.1  

父・横山やすし伝説 矛盾だらけの父親に溺愛されつつも翻弄された日々 

 木村 一八／著 宝島社 779.1  

筋肉をつくる食事・栄養パーフェクト事典 

体づくり・筋肥大から体脂肪低減まで 岡田 隆／監修 ナツメ社 780.1  

フィットネスジム徹底活用マニュアル 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 780.7  

日本野球よ、それは間違っている！ 広岡 達朗／著 幻冬舎 783.7  

道ひらく、海わたる 大谷翔平の素顔 佐々木 亨／著 扶桑社 783.7  

義足でダンス 両足切断から始まった人生の旅  

エイミー・パーディ／著 辰巳出版 784.3  

夢を生きる 羽生 結弦／著 中央公論新社 784.6  

ブッシュクラフト入門 キャンプで身に付く自然環境での生活スキル 

 相馬 拓也／著 山と溪谷社 786  

東京まちなか超低山 50メートル以下、都会の名山 100を登る 

 中村 みつを／絵と文 ぺりかん社 786.1  

ロードバイクホイール徹底インプレッション 2018  

吉本 司／監修・執筆 洋泉社 786.5  

秩父・奥多摩・丹沢「いい川」渓流ヤマメ・イワナ釣り場  

つり人社書籍編集部／編 つり人社 787.1  

貴の乱 日馬富士暴行事件の真相と日本相撲協会の「権力闘争」 

 鵜飼 克郎／著 宝島社 788.1  

茶事の懐石料理がホントに一人で作れる本 お茶を楽しむ 

 入江 亮子／著 世界文化社 791  

永世七冠羽生善治 羽生 善治／著 宝島社 796  

はじめての健康マージャン 脳活・友活でイキイキ長寿！  

日本健康麻将協会／監修 河出書房新社 797.5  

まるごと鬼ごっこ 仲間づくり・体づくりに役立つ BEST55  

鬼ごっこ協会／著 いかだ社 798  
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８００ 語学                                                        

純ジャパの僕が 10 カ国語を話せた世界一シンプルな外国語勉強法 

 秋山 燿平／著 ダイヤモンド社 807  

人生が変わる！！本当に「いい声」になる方法  

金丸 明日香／著 小学館 809.4  

いつも日本語で悩んでいます 日常語・新語・難語・使い方  

朝日新聞校閲センター／著 さくら舎 810.4  

たった 3行！心を添える一筆せん。 臼井 由妃／著 現代書林 816.6  

TOEIC亡国論 猪浦 道夫／著 集英社 830.7  

敬語の英語 礼儀正しく、的確に伝える  

デイビッド・セイン／著 ジャパンタイムズ 835  

日本人の９割が知らない英語の常識 181  

キャサリン・A.クラフト／著 筑摩書房 837.8  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

忘れられたベストセラー作家 小谷野 敦／著 イースト・プレス 910.2  

舟橋聖一の大東亜文学共栄圏 「抵抗の文学」を問い直す 

 石川 肇／著 晃洋書房 910.2/ﾌ 

文豪ナンバーワン決定戦 福田 和也／監修 宝島社 910.26  

夏井いつきの「花」の歳時記 夏井 いつき／著 世界文化社 911.3  

新しい住みか 大崎 清夏／著 青土社 911.5/ｵ 

主よ一羽の鳩のために 須賀敦子詩集 須賀 敦子／著 河出書房新社 911.5/ｽ 

源氏物語の教え もし紫式部があなたの家庭教師だったら 

 大塚 ひかり／著 筑摩書房 913.3  

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

居酒屋ぼったくり ９ 秋川 滝美／著 アルファポリス 913.6/ｱｷｶ 

アンダーカバー 秘録・公安調査庁 麻生 幾／著 幻冬舎 913.6/ｱｿｳ 

天龍院亜希子の日記 安壇 美緒／著 集英社 913.6/ｱﾀﾝ 

怪盗不思議紳士 我孫子 武丸／著 KADOKAWA 913.6/ｱﾋｺ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

異世界でカフェを開店しました。 １１  

甘沢 林檎／著 アルファポリス 913.6/ｱﾏｻ 

私小説 市川 拓司／著 朝日新聞出版 913.6/ｲﾁｶ 

わたしの忘れ物 乾 ルカ／著 東京創元社 913.6/ｲﾇｲ 

にんげんぎらい 大西 智子／著 光文社 913.6/ｵｵﾆ 

私はあなたの記憶のなかに 角田 光代／著 小学館 913.6/ｶｸﾀ 

死の島 小池 真理子／著 文藝春秋 913.6/ｺｲｹ 

房総グランオテル 越谷 オサム／著 祥伝社 913.6/ｺｼｶ 

Q&A 小林 大輝／著 幻冬舎 913.6/ｺﾊﾔ 

郷里 佐々木 義登／著 亜紀書房 913.6/ｻｻｷ 

枕女王 新堂 冬樹／著 河出書房新社 913.6/ｼﾝﾄ 

青くて痛くて脆い 住野 よる／著 KADOKAWA 913.6/ｽﾐﾉ 

みとりし 高森 美由紀／著 産業編集センター 913.6/ﾀｶﾓ 

カーネーション 徳永 圭／著 KADOKAWA 913.6/ﾄｸﾅ 

にらみ 長岡 弘樹／著 光文社 913.6/ﾅｶｵ 

悪徳の輪舞曲(ロンド) 中山 七里／著 講談社 913.6/ﾅｶﾔ 

奏弾室 仁木 英之／著 徳間書店 913.6/ﾆｷ 

おまじない 西 加奈子／著 筑摩書房 913.6/ﾆｼ 

十津川警部九州観光列車の罠 長編トラベルミステリー 

 西村 京太郎／著 集英社 913.6/ﾆｼﾑ 

大人になったら、 畑野 智美／著 中央公論新社 913.6/ﾊﾀﾉ 

穢れ舌 原 宏一／著 KADOKAWA 913.6/ﾊﾗ 

それまでの明日 原 尞／著 早川書房 913.6/ﾊﾗ 

スイート・ホーム 原田 マハ／著 ポプラ社 913.6/ﾊﾗﾀ 

鍬ケ崎心中 平谷 美樹／著 小学館 913.6/ﾋﾗﾔ 

虚像のアラベスク 深水 黎一郎／著 KADOKAWA 913.6/ﾌｶﾐ 

のんびり VRMMO記 ７ まぐろ猫@恢猫／著 アルファポリス 913.6/ﾏｸﾛ 

消えた断章 深木 章子／著 光文社 913.6/ﾐｷ 

安土唐獅子画狂伝 狩野永徳 谷津 矢車／著 徳間書店 913.6/ﾔﾂ 

黒のショートショート 地球人が微笑む時 山口 タオ／著 講談社 913.6/ﾔﾏｸ 
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９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

いろいろあった人へ 大人の流儀 Best Selection  

伊集院 静／著 講談社 914.6/ｲｼﾕ 

極小農園日記 荻原 浩／著 毎日新聞出版 914.6/ｵｷﾜ 

酒の渚 さだ まさし／著 幻冬舎 914.6/ｻﾀ 

佐野洋子の「なに食ってんだ」 佐野 洋子／著 NHK出版 914.6/ｻﾉ 

あるいて行くとぶつかるんだ 椎名 誠／著 KADOKAWA 914.6/ｼｲﾅ 

我が夫のふまじめな生き方 曽野 綾子／著 青志社 914.6/ｿﾉ 

お互い 40代婚 たかぎ なおこ／著 KADOKAWA 914.6/ﾀｶｷ 

炎上上等 高須 克弥／著 育鵬社 914.6/ﾀｶｽ 

たべもの九十九 高山 なおみ／著 平凡社 914.6/ﾀｶﾔ 

深く考える力 田坂 広志／著 PHP研究所 914.6/ﾀｻｶ 

貧困なる精神 27集 悪口雑言罵詈讒謗集 本多 勝一／著 金曜日 914.6/ﾎﾝﾀ 

吉祥寺デイズ うまうま食べもの・うしうしゴシップ  

山田 詠美／著 小学館 914.6/ﾔﾏﾀ 

半分生きて、半分死んでいる 養老 孟司／著 PHP研究所 914.6/ﾖｳﾛ 

100歳。今日も楽しい 達人吉沢久子 吉沢 久子／著 主婦の友社 914.6/ﾖｼｻ 

苦汁 200% 尾崎 世界観／著 文藝春秋 915.6/ｵｻｷ 

奇跡の四国遍路 黛 まどか／著 中央公論新社 915.6/ﾏﾕｽ 

「五足の靴」をゆく 明治の修学旅行 森 まゆみ／著 平凡社 915.6/ﾓﾘ 

サハリンを忘れない 日本人残留者たちの見果てぬ故郷、永い記憶 

 後藤 悠樹／文・写真 DU BOOKS 916/ｺﾄｳ 

しんどい母から逃げる！！ いったん親のせいにしてみたら案外うまくいった 

 田房 永子／著 小学館 916/ﾀﾌｻ 

悲しみの処方箋 つらいとき、弱っているときに語りかけてくれる… 

悲しみを経験した人たちの、再生の物語 主婦の友社／編 主婦の友社 916  

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

酸っぱいブドウ/はりねずみ ザカリーヤー・ターミル／著 白水社 929.76/ﾀ 

ウルフ・ボーイズ 二人のアメリカ人少年とメキシコで最も危険な麻薬カルテル 

 ダン・スレーター／著 青土社 934/ｽ 
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◆◆◆９２０～９９９ 外国の文学（つづき）◆◆◆ 

ホロコーストを生き抜く 母の伝記と娘の回想  

イレーナ・パウエル／著 彩流社 934/ﾊ 

新訳ベケット戯曲全集 1 サミュエル・ベケット／著 白水社 952/ﾍ 

ペンギンの島 アナトール・フランス／著 白水社 953/ﾌ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

討幕の密勅 麻倉 一矢／著 徳間書店 BN/ｱｻ 

よろず占い処陰陽屋開店休業 天野 頌子／著 ポプラ社 BN/ｱﾏ 

呑舟の魚 傑作時代小説 井川 香四郎／著 光文社 BN/ｲｶ 

永代橋の乱 稲葉 稔／著 光文社 BN/ｲﾅ 

つむじ風お駒事件帖 柏田 道夫／著 徳間書店 BN/ｶｼ 

六文銭の穴の穴 風野 真知雄／著 徳間書店 BN/ｶｾ 

稲妻の俠(おとこ) 喜安 幸夫／著 光文社 BN/ｷﾔ 

江戸ねこ日和 倉阪 鬼一郎／著 二見書房 BN/ｸﾗ 

秋霖やまず 佐伯 泰英／著 光文社 BN/ｻｴ 

光秀叛逆の血脈 志木沢 郁／著 コスミック出版 BN/ｼｷ 

美しくなるにつれて若くなる 白洲 正子／著 角川春樹事務所 BN/ｼﾗ 

勾玉の巫女と乱世の覇王 高代 亞樹／著 角川春樹事務所 BN/ﾀｶ 

臨時廻り同心山本市兵衛 藤堂 房良／著 光文社 BN/ﾄｳ 

F2B、嵐を越えて 夏見 正隆／著 角川春樹事務所 BN/ﾅﾂ 

隠密同心と女盗賊 新美 健／著 コスミック出版 BN/ﾆｲ 

ブリザード D6犯罪予防捜査チーム 早見 俊／著 光文社 BN/ﾊﾔ 

御落胤の槍 氷月 葵／著 二見書房 BN/ﾋｽ 

藩主謀殺 藤 水名子／著 二見書房 BN/ﾌｼ 

グッバイ・マイ・スイート・フレンド 三沢 陽一／著 光文社 BN/ﾐｻ 

座敷童子の願いごと 福まねき寺で謎解きを 緑川 聖司／著 ポプラ社 BN/ﾐﾄ 

賞金刑事(デカ) 囮捜査 南 英男／著 コスミック出版 BN/ﾐﾅ 

コンビニたそがれ堂 小鳥の手紙 村山 早紀／著 ポプラ社 BN/ﾑﾗ 

風来坊恋情剣 上・下 江戸名物からす堂  

山手 樹一郎／著 コスミック出版 BN/ﾔﾏ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

ロバのサイン会 吉野 万理子／著 光文社 BN/ﾖｼ 

医療捜査官一柳清香 六道 慧／著 徳間書店 BN/ﾘｸ 

必死攻撃の残像 特攻隊員がすごした制限時間  

渡辺 洋二／著 潮書房光人新社 BN/ﾜﾀ 

街は謎でいっぱい 日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作家アンソロジー 

 光文社文庫編集部／編 光文社 BN  

鼓動 キャサリン・コールター／著 二見書房 B/ｺﾙ 

戦う操縦士 サン＝テグジュペリ／著 光文社 B/ｻﾝ 

シェイプ・オブ・ウォーター ギレルモ・デル・トロ／著 竹書房 B/ﾄﾛ 

誰がために鐘は鳴る 上・下 ヘミングウェイ／著 新潮社 B/ﾍﾐ 

夢の中で愛して シャノン・マッケナ／著 二見書房 B/ﾏﾂ 

魂の図書館 上・下 ランサム・リグズ／著 潮出版社 B/ﾘｸ 

ナルニア国物語 ７ C.S.ルイス／著 光文社 B/ﾙｲ 

永遠の奉仕者 マリアンネ・シドウ／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

 

Ｔ 暮らし                                                

痛い靴がラクに歩ける靴になる 西村 泰紀／著 主婦の友社 T0  

大人の UNIQLO コーディネート BOOK 定番をおしゃれに着こなす 宝島社 T0  

お坊さんがイチから教える！葬儀・法要・お墓・仏壇のすべて 

 現代の葬儀を考える僧侶の会／監修 主婦の友社 T0  

ススメ共働家 働く母が綴る葛藤とシアワセの日々！  

ぽに／著 メディアソフト T0  

パパ 1年目のお金の教科書 岩瀬 大輔／著 筑摩書房 T0  

中原淳一の子ども服 ひまわりや／監修 世界文化社 T11  

ゆったり着られる大人服 

  ファスナーつけなしで、さっと作れるゆったりだけどきれいなシルエット 

 ブティック社 T11  

かぎ針あみでトート&がま口 モチーフが可愛い！バッグとポーチ 

 川路 ゆみこ／著 主婦の友社 T13  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

はじめてでも上手にできる刺しゅうの基本 かわいい図案 580 

 川畑 杏奈／監修 西東社 T15  

下田直子手芸のイデー 下田 直子／著 日本ヴォーグ社 T19  

ネコの気持ちと飼い方がわかる本 しぐさや行動を探る最新アプローチ！ 

 Pet Clinicアニホス／監修 主婦の友社 T3  

名画の中の料理 メアリー・アン・カウズ／著 エクスナレッジ T40  

片手鍋ひとつで作る炒め煮、マリネ、スープ 角田 真秀／著 主婦と生活社 T41  

シェフの家呑みおつまみ 「イルマーレ」料理長  

依田 隆／著 秀和システム T41  

冷たいフライパンに食材を入れてから火にかけるコールドスタート 

      あわてず、簡単に、美味しくできる 53レシピ+副菜 21品  

上田 淳子／著 自由国民社 T41  

パンによく合うかんたんサラダ弁当 坂下 真希子／著 立東舎 T42  

ラクラク作れて、男子も女子も喜ぶ！中高生の大満足弁当 300 決定版！ 

 上島 亜紀／著 ナツメ社 T42  

京都「CHIPPRUSON」の天然酵母パン 初めてでもおいしく焼ける 

 斉藤 ちえ／著 世界文化社 T45  

ヤミーさんのぐるまぜパン ぐるっとまぜて、どかんと焼くだけ！ 

 ヤミー／著 主婦の友社 T45  

昨日より太らないお菓子できました。 阪本 久枝／著 秀和システム T46  

手づくりで贈るほめられ和菓子 宇佐美 桂子／著 世界文化社 T46  

エンハーブ式ハーブティーPerfect Book 

 シングルハーブ図鑑から、目的別レシピ、美味しいオリジナルブレンドのコツまで 

エンハーブ／監修 河出書房新社 T47 

サバが好き！ 旨すぎる国民的青魚のすべて  

全さば連監修 池田 陽子／著 山と溪谷社 T49  

最高にわかりやすい住宅の間取り教室 岸 未希亜／著 エクスナレッジ T5  

大逆転の HOME嵐 南 雄三／著 建築技術 T5  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

暦でわかる園芸作業 

 二十四節気、雑節、生物季節、花暦が教えてくれる庭しごと 

 山田 幸子／著 主婦の友社 T6  

超図解野菜の仕立て方の裏ワザ よく育つ！よく採れる！ 

 『やさい畑』菜園クラブ／編 家の光協会 T6  

イクメンと呼ばないで ニブンノイクジ うめ／著 マガジンハウス T8  

２歳児サバイバルライフ 現役ママ 10名による横から目線の育児本 

 2歳児の子育てを楽しむ本制作委員会／編著 repicbook T8  

才能の育て方 親との思い出が子どもの一生を決める  

加藤 俊徳／著 小学館 T9  

東大ドクターが教える塾に行かなくても勉強ができる子の習慣 

 森田 敏宏／著 総合法令出版 T9  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

読売年鑑 2018年版 読売新聞東京本社 R059.1  

世界史年表・地図 亀井 高孝／編 吉川弘文館 R203.2  

日本史年表・地図 児玉 幸多／編 吉川弘文館 R210.3  

国会便覧 平成 30年 2月新版 シュハリ・イニシアティブ R314.1  

OECD ビッグデータ白書 データ駆動型イノベーションが拓く未来社会 

 経済協力開発機構／編著 明石書店 R548.3  

新しい国語表記ハンドブック 三省堂編修所／編 三省堂 R811  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- 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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図書館員の本箱 
 『世界でたった一人の自分を幸せにする方法 

  自信がなくても、不安でも、一歩踏み出す勇気がわく 98分の物語』 

 林 忠之／著 経済界 2012年 

 「・・・ねばならない」から解放され、「・・・したい」→「・・・をやってみよ

う」という人生へ。それも、だれかに強制されるのではなく、自らの潜在的な思い

を自分のペースで深く見つめることをサポートする、「コーチング」というコミュ

ニケーションが、ビジネス界のみならず、子育て、生活、教育などあらゆるところ

で用いられています。 

この本は、そんなコーチングのプロが書いた、あなたへのメッセージです。周り

から色々な圧力を受けていると感じるとき、この本の小さなストーリーと「あなた

への問い」を約９８分で味わってみる。そのとき、「この本との出会いは必然だっ

た」と、ハッと気づく何かがあなたに降りてくるかもしれません。（R） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5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 9日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

24日（木） 10：30～ ― ― 

高幡図書館 2日（水） 
15：00～ 15：30～ 16：00～ 

１6日（水） 

日野図書館 １6日（水） ― ― 16：00～ 

多摩平図書館 10日（木） 10：30～ ― ― 

23日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

平山図書館 17日（木） 10：30～ ― ― 

百草図書館 25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。 
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曜日 時間 駐車場 住所 5 月 6 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 

17 日   

7 日 

 

21 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 

 

18 日 

 

1 日 

 

15 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） 

9 日 

23 日 

13 日 

27 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

10 日   

 

24 日 

14 日   

 

28 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 

11 日 

 

25 日 

8 日 

 

22 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。 

☆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 5月・6月巡回日程 


