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中央・高幡・日野 

多摩平・平山・百草（月曜日） 
4日 11日 18日 25日 

市政図書室（日曜日・祝日） 3日 10日 17日 24日 

 

日野市立図書館 館報 

２０１８年 6月 №226 

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  すべての子どもたちに読書の喜びを！ 

   日野図書館で空調設備工事を実施します 

P.3  「としょかんおはなしピクニック２０１８」を開催しました！  

P.5    日野ヤングスタッフ豆本作り＆ブックパレード 

P.6  レファレンス室だより（第 15回） 

P.7  図書館に入った新しい本 

P.23 図書館員の本箱 

   ６月のおはなし会 

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 

6月の休館日 
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絵と音と文字で楽しめるマルチメディアＤＡＩＳＹ図書 

「わいわい文庫」の貸出を開始しました！ 
日野市立図書館では、２０１８年４月から、公益財団法人伊藤忠記念財団より寄贈 

いただいたマルチメディア DAISY図書「わいわい文庫」の貸し出しを開始しました。 

   わいわい文庫は、絵と音と文字で楽しめる、絵本を中心とした児童書の CD図書です。 

Ｗｉｎｄｏｗｓのパソコンに CDを入れるだけで簡単に視聴できます。 

 

  発達障害（自閉症スペクトラム障害、学習障害、注意欠如ほか多動性障害）、 

知的障害、上肢障害、視覚障害（全盲、弱視）などのために、通常の書籍を読むことが困難な

方が、自分に合った方法で読書を楽しむことができます。 

 

  また、文字が見える方にとっては、文字と音と絵を連動させることにより、 

文字の習得をサポートする図書でもあります。 

  どうぞご利用ください。 

 

利用対象：障害があるために通常の本を読むことが困難な方 

 

利用方法の詳細は、 
日野市立図書館障害者サービス担当（電話 042-581-7612） 
までお問い合わせください。 

 

 

 

～日野図書館で空調設備工事を実施します～ 

工事日程：平成３０年６月１８日（月）～２９日（金）（予定） 

この間、１週間程度の休館を予定しています。 

詳細が決まり次第、「図書館報ひろば」「図書館ホームページ」等でご案内いたします。 

 

 

ご迷惑をお掛けして 

申し訳ございませんが、 

ご協力をお願い申し上げます。 

【問合せ】日野図書館 

日野本町７－５－１４ 

電話 ０４２－５８４-０４６７ 
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「としょかんおはなしピクニック 2018」 

を開催しました！ 

４月 22日（日）、多摩平の森ふれあい館にて 
「としょかんおはなしピクニック 2018」を開催しました。 

毎年恒例の「子ども読書の日」にちなんだイベントです。 

今年は約 400名の方々にご参加いただきました。 

【絵本作家たしろちさとさんのお話とワークショップ】 
「絵本作家たしろちさとさんの 

お話とワークショップ」には 

60名の子どもたちが参加し、 

たしろさんによる絵本の読み聞かせと 

制作秘話をスライドで見たあと、 

たしろさんの線画に、ぬりえで 

自分だけの作品を制作しました。 
 

色々な色や模様の素敵な動物たちが 

「ゆめのどうぶつえん」のパネルに登場、 

作品の前でたしろさんと一緒に撮影する 

姿も見られました。 
 

アンケートでは「大好きな絵本の 

作家さんからコメントをいただけて、とてもうれしかった。」 

「親の自分は絵本の制作秘話を聞けて、子どもはぬりえが楽しかったと言って 

います。」など、親子で楽しめたというご感想をいただきました。 
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【工作コーナー】 
 

工作コーナーは 

東京都多摩動物公園に 

ご協力いただき、 

「どうぶつの角」のお面を 

作りました。 

こちらも力作ぞろい！ 

かっこいいお面を 

かぶって歩く子が 

たくさんいました。 

 

【おなはし会コーナー】 
また、今年は図書館職員による 

おはなし会のほか、 

市民ボランティア団体 

「日野おはなしの会」による 

おはなし会を開催し、 

大変好評でした。 

たっぷりと、絵本やお話の 

世界を堪能した親子の姿が 

印象的でした。 

 
 

 

【障害者サービスコーナー】 
 

おはなしピクニックのイベントの一つとして、 

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」を 

開催しました。 

点字体験コーナー、関連資料の展示に 

加え、この４月から貸し出しを開始した、 

いろいろな障害のある子どもたちのための 

絵と文字と音で楽しめるマルチメディア 

DAISY図書「わいわい文庫」の紹介を 

行いました。 

（「日野おはなしの会」によるおはなし会） 
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【日野ヤングスタッフ 豆本作り＆ブックパレード】 
 

図書館おはなしピクニック２０１８にて、日野ヤングスタッフによる、 

豆本作りと、ブックパレードを行いました。 

 

豆本作りは、２種類のサイズの豆本を 

用意し、参加者の皆さんが作りたいものを 

作れるようにしました。 

作った豆本のページにイラストを 

描いたり、外側を切り絵で装飾したりと、 

皆さんそれぞれに工夫を凝らした、 

素敵な豆本を作っていました。 

 

 

 

 

 

ブックパレードでは、 

「どうぶつ」をテーマに、 

スタッフがそれぞれ、 

おすすめする本を紹介しました。 

今回紹介した本は、全部で９冊。 

絵本から小説まで、幅広く紹介 

しました。 

 

 

小学生や保護者の方、留学生、 

大人の方まで、幅広い年代の 

方々が参加してくださいました。 

ブックパレード後には、 

本の話を通じて 

スタッフと参加者が交流する 

姿も見られました。 

 

  

たくさんの方にご参加 

いただきまして、 

ありがとうございました。 

 

（豆本作り） 
（ブックパレードの様子） 
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図書館には窓口や電話などで、日野市についての質問が多数寄せられま

すが、その際、図書館ホームページの「日野市についてよくある質問（レファ
レンス事例集）」をご案内することがあります。 
事例集では、質問を「歴史」や「自然」など 7 つの項目に分け、簡単な説明

や、蔵書検索の検索ワードでは探しきれない資料、データのない地図なども
含めて掲載しています。 

 
今回は、その中から事例をひとつご紹介します。回答内の【S**】記号は資

料の「請求記号」です。資料の場所を探す目印になります。 
日野市についての資料は、主に市政図書室・中央図書館２階レファレンス

室で所蔵しています。 
.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
【地名・地図】-6 日野市の大字・小字が知りたい 
 
《大字》町村内の区画の名。大字と小字があり、普通は後者を単に字という。 
《小字》町村内の大字をさらに細かく分けた称。 
     「広辞苑（第５版）」より 新村出／編 岩波書店 1988.11 【R813.1】 
 
  次のような資料があります。 
『日野市史 民俗編』 日野市史編さん委員会 1983.10 【SB1】 

 ◦ｐ.394-400 「第七章 地名 第 2節 字名・小字名一覧」  
『日野市内の字名・小字名一覧図』 日野市役所 【SC0】  
『日野市七生地区の地名と昭和の高幡』 日野の昭和史を綴る会 2002.12  
【SB1】【ＳＣ1】  
『日野市旧桑田村の地名 豊田・川辺堀之内・上田・宮・下田・万願寺・新井・
石田』 日野の昭和史を綴る会 2012.4 【SB1】【SC1】 
『日野の地名 新庁舎のロビーレリーフタイル』 日野市史編纂委員会 【ＳＣ
1】  
◦日野市役所のロビー壁面には、村名・大字・小字などが約 400、漢字とひ

らがなで、のべ約 3100字がレンガ風のせともので焼かれ貼られています。そ
れらすべてを収録した資料です。  
.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
「日野市についてよくある質問」は図書館ホームページ・トップ画面の中央「日
野市について知るために」からご覧になれます。ぜひご活用ください。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レファレンス室だより （第 15回）  
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図書館に入った 新 し い 本 
3月 23日から 4月 23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                                       

情報化時代の今、公共図書館の役割とは  

岡山県立図書館の挑戦 菱川 廣光／著 大学教育出版 016.21 

教養読書 仕事も人生も読む本で大きく変わる  

福原 義春／著 東洋経済新報社 019  

読む力 現代の羅針盤となる 150冊 松岡 正剛／著 中央公論新社 019  

モンテレッジォ 小さな村の旅する本屋の物語 内田 洋子／著 方丈社 024.3  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

ぼくたち、なんで生きているんだろう 実況「子どもの哲学」教室 

 杉田 正樹／著 電波社 104/ｽ 

英米哲学入門 「である」と「べき」の交差する世界  

一ノ瀬 正樹／著 筑摩書房 112  

食べることの哲学 檜垣 立哉／著 世界思想社  114.2 

「考える力」トレーニング 頭の中の整理法からアイデアの作り方 

 白取 春彦／著 三笠書房 116  

論理的な人の 27の思考回路  

人生やビジネスの正解を選ぶための解法チャート  

北村 良子／著 フォレスト出版 116  

はじめて学ぶ中国思想 思想家たちとの対話  

渡邉 義浩／編著 ミネルヴァ書房 122  

振り向けば、アリストテレス 高橋 健太郎／著 柏書房 131.4 

存在と時間 ４ ハイデガー／著 光文社 134.9 

これならわかる！心理統計 宮埜 壽夫／著 ナツメ社 140.7  

集中力のひみつ 伊藤 丈恭／著 芸術新聞社 141.5 
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◆◆◆１００ 哲学・心理学・宗教（つづき）◆◆◆ 

週 40時間の自由をつくる超時間術  

メンタリスト DaiGo／著 実務教育出版 159  

月イチ 10分「できたこと」を振り返りなさい  

永谷 研一／著 ダイヤモンド社 159  

目標は小さければ小さいほどいい  

たやすい日課を定着させるだけで人生に奇跡が起こる！  

児玉 光雄／著 河出書房新社 159  

図説ケルト神話伝説物語 マイケル・ケリガン／著 原書房 162.33  

古代神宝の謎 神々の秘宝が語る日本人の信仰の源流  

古川 順弘／著 二見書房 172.9  

 

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

辺境の怪書、歴史の驚書、ハードボイルド読書合戦  

高野 秀行／著 集英社インターナショナル 204/ﾀ 

海賊の文化史 海野 弘／著 朝日新聞出版 209  

先史学者プラトン 紀元前一万年-五千年の神話と考古学  

メアリー・セットガスト／著 朝日出版社 209.2  

「名著」から読み解く日本社会史 古代から現代まで  

夏目 琢史／著 ミネルヴァ書房 210  

古墳空中探訪 列島編・奈良編 梅原 章一／著 新泉社 212  

征夷大将軍研究の最前線 ここまでわかった「武家の棟梁」の実像  

日本史史料研究会／監修 洋泉社 214  

考える江戸の人々  自立する生き方をさぐる 柴田 純／著 吉川弘文館 215  

墓石が語る江戸時代 大名・庶民の墓事情 関根 達人／著 吉川弘文館 215  

イランの歴史 イラン・イスラーム共和国高校歴史教科書  

八尾師 誠／訳 明石書店 226.3  

イスラエル 民族復活の歴史 ダニエル・ゴーディス／著 ミルトス 228.5  

明治史講義 人物篇 筒井 清忠／編 筑摩書房 281  

勝海舟の罠 氷川清話の呪縛、西郷会談の真実  

水野 靖夫／著 毎日ワンズ 281/ｶ 
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

ペンタゴン・ペーパーズ 「キャサリン・グラハムわが人生」より 

 キャサリン・グラハム／著 CCCメディアハウス 289.8/ｸ 

週末海外ひとり旅 ソロタビ応援本！ JTBパブリッシング 290.9  

新・冒険論 角幡 唯介／著 集英社インターナショナル 290.9  

いま行きたい！スゴいホテル ぜーんぶ現役！ 

日本の超絶個性派宿 BEST63 イカロス出版 291  

決定版！いま乗りたい鉄道の旅 交通新聞社 291 

島旅ねこ にゃんこの島の歩き方  ダイヤモンド・ビッグ社 291  

世界の中の日本地図  

16世紀から 18世紀西洋の地図にみる日本  

ジェイソン・C.ハバード／著 柏書房 291  

東京近郊の自然さんぽ スニーカーであるく 24コース  

JTBパブリッシング 291.3  

 

 

あのころ angle 街と地図の大特集 1979  

新宿・池袋・吉祥寺・中央線沿線編 40年前の東京にタイムスリップ！  

主婦と生活社／編 主婦と生活社 291.36  

昭和の東京 街角の記憶  

宮崎 廷／写真・文 フォト・パブリッシング 291.36  

百年酒場と呼ばれ 東京呑み助散歩  

はるやま ひろぶみ／著 メディアパル 291.36  

石垣宮古ストーリーのある島旅案内  

セソコ マサユキ／著 JTBパブリッシング 291.99 

ラダック ザンスカール スピティ 北インドのリトル・チベット 

 山本 高樹／執筆・編集 ダイヤモンド・ビッグ社 292.5  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

JAPAN CLASS もうかなわないわ、ニッポン！  

ジャパンクラス編集部／編 東邦出版 302.1  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

Q&Aでわかる中国人とのつき合いかた  

本名 信行／著 大修館書店 302.22  

ルポ中国「潜入バイト」日記    西谷 格／著 小学館 302.22  

大前研一 世界の潮流 2018-19  大前 研一／著 プレジデント社 304/ｵ 

10年後の仕事図鑑 新たに始まる世界で、君はどう生きるか 

 堀江 貴文／著 SBクリエイティブ 304/ﾎ 

ポピュリズム デモクラシーの友と敵   カス・ミュデ／著 白水社 311.7  

政治を科学することは可能か  河野 勝／著 中央公論新社 312.1  

革命 仏大統領マクロンの思想と政策  

エマニュエル・マクロン／著 ポプラ社 312.35  

エマニュエル・マクロン フランス大統領に上り詰めた完璧な青年 

 アンヌ・フルダ／著 プレジデント社 312.8/ﾏ 

あたらしい表現活動と法  志田 陽子／著 武蔵野美術大学出版局 316.1  

辺境中国 新疆、チベット、雲南、東北部を行く  

デイヴィッド・アイマー／著 白水社 316.82  

贖罪 偽りの小池都政で私が犯した過ち  音喜多 駿／著 幻冬舎 318.23  

国際政治史 主権国家体系のあゆみ  小川 浩之／著 有斐閣 319  

新・東京裁判論 GHQ戦争贖罪計画と戦後日本人の精神  

櫻井 よしこ／ほか述 産経新聞出版 329.6  

ニュルンベルク合流 「ジェノサイド」と「人道に対する罪」の 

起源 フィリップ・サンズ／著 白水社 329.6  

未来の呪縛 日本は人口減から脱出できるか  

河合 雅司／著 中央公論新社 334.31  

入社 1年目からの数字の使い方  深沢 真太郎／著 日本実業出版社 336.1  

予定通り進まないプロジェクトの進め方  前田 考歩／著 宣伝会議 336.1  

マンガでわかる！孫正義式超高速 PDCA  三木 雄信／著 宝島社 336.2  

宇宙兄弟「完璧なリーダー」は、もういらない。  

長尾 彰／著 学研プラス 336.3  

事務ミスがない人の図解整理術 書類・メモ・データ  

オダギリ 展子／著 三笠書房 336.5  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

ていねいで「短いメール」のお手本  

基本をおさえて失礼のない 500+αの最短文例集  

出口 汪／監修 宝島社 336.5  

明解会計学入門 世の中の真実がわかる！ 高橋 洋一／著 あさ出版 336.9  

仮想通貨のすべてがわかる本 豊富な図解でまるわかり！ 

 高橋 諒哲／著 ソーテック社 338  

知らないと損をする最新配偶者控除 「つまりいくらまで働ける？」がわかる本  

梅本 正樹／著 秀和システム 345.3  

 

あの人との距離が意外と縮まるうまい呼び方  

五百田 達成／著 サンマーク出版 361.4  

郊外社会の分断と再編 つくられたまち・多摩ニュータウンのその後  

石田 光規／編著 晃洋書房 361.4  

異文化体験で視野を広める・鍛える  

大崎 正瑠／著 講談社エディトリアル 361.5  

職場にいるメンタル疾患者・発達障害者と上手に付き合う方法 

 久保 修一／著 日本法令 366.2  

トランスジェンダーと職場環境ハンドブック 誰もが働きやすい職場づくり  

東 優子／著 日本能率協会マネジメントセンター 366.3  

「女子」という呪い  雨宮 処凛／著 集英社クリエイティブ 367.2  

アナル・アナリシス お尻の穴から読む  

ジョナサン・A.アラン／著 太田出版 367.6  

科学者が解く「老人」のウソ  武田 邦彦／著 産経新聞出版 367.9  

シニアライフ入門 「第二の人生」の生活術  足立 紀尚／著 鹿砦社 367.9  

弘兼流「ひとり力」で孤独を楽しむ  弘兼 憲史／著 PHP研究所 367.9  

よくわかる地域包括ケア  隅田 好美／編著 ミネルヴァ書房 369.2  

災害ボランティア入門 実践から学ぶ災害ソーシャルワーク 

山本 克彦／編著 ミネルヴァ書房 369.3  

3.11 霊性に抱かれて 魂といのちの生かされ方  

東北学院大学震災の記録プロジェクト金菱清(ゼミナール)／編  新曜社 369.3  

こどもを育む環境蝕む環境 仙田 満／著 朝日新聞出版 371.4  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

サイバー・エフェクト子どもがネットに壊される  

いまの科学が証明した子育てへの影響の真実  

メアリー・エイケン／著 ダイヤモンド社 371.4  

奨学金借りる？借りない？見極めガイド ここが知りたかった 109の Q&A  

久米 忠史／著 合同出版 373.4  

月曜日がつらい先生たちへ 不安が消えるストレスマネジメント  

真金 薫子／著 時事通信出版局 374.3  

2030 年教師の仕事はこう変わる！ 西川 純／著 学陽書房 374.3  

最強部活の作り方 名門 26校探訪   日比野 恭三／著 文藝春秋 375.1  

歌と絵本が育む子どもの豊かな心 歌いかけ・読み聞かせ子育てのすすめ  

田島 信元／編著 ミネルヴァ書房 376.1  

発達段階をふまえた乳幼児との会話法 32  

0-5歳児の会話力・生きる力・考える力を育て育む保育  

駒井 美智子／著 黎明書房 376.1  

中学受験を考えたときに読む本  

プロフェッショナル 5人と考える小学生教育の「正しい知識と学習法」  

矢萩 邦彦／編著 洋泉社 376.8  

発達障害児と保護者を支える心理アセスメント  

「その子のための支援」をめざして 古田 直樹／著 ミネルヴァ書房 378  

日本鎮魂考 歴史と民俗の現場から  岩田 重則／著 青土社 385.7  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

数学の歴史 １・２ メルツバッハ／著 朝倉書店 410.2  

天文学者が、宇宙人を本気で探してます！   

地球外知的生命探査<SETI>の最前線  鳴沢 真也／著 洋泉社 440.1  

人新世とは何か <地球と人類の時代>の思想史  

クリストフ・ボヌイユ／著 青土社 455  

自分で探せる美しい石図鑑&採集ガイド  円城寺 守／著 実業之日本社 458  

デジタル顕微鏡で楽しむ！ミクロワールド美術館  

池田 圭一／著 技術評論社 460.7 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

合成生物学の衝撃  須田 桃子／著 文藝春秋 467.2  

ツツジ・シャクナゲハンドブック  渡辺 洋一／著 文一総合出版 479.9  

オオグソクムシの本 森山 徹／著 青土社 485.3  

 

里山・雑木林の昆虫図鑑 春夏秋冬   

今井 初太郎／著 メイツ出版 486  

美しい日本の蝶図鑑 工藤 誠也／著・写真 ナツメ社 486.8  

世界一美しい人体の教科書 カラー新書  坂井 建雄／著 筑摩書房 491.1  

人体―神秘の巨大ネットワーク―２ NHKスペシャル  

NHKスペシャル「人体」取材班／編 東京書籍 491.3  

膠原病 病気の種類と最新の治療法 悪化を防ぐ日常生活のケア  

三森 明夫／監修 主婦の友社 493.14  

栄養+運動で筋肉減少症(サルコペニア)に勝つ 高齢者の転倒・ 

骨折・寝たきりを防ぐ 斎藤 嘉美／著 ペガサス 493.18  

老年という海をゆく 看取り医の回想とこれから  

大井 玄／著 みすず書房 493.18  

自分で治す！下肢静脈瘤 岩井 武尚／著 洋泉社 493.24  

骨粗鬆症 予防・検査・治療のすべてがわかる本  

石橋 英明／著 主婦の友社 493.6  

大丈夫！何とかなります尿酸値は下げられる 痛風になる前に、手を打つべし！  

谷口 敦夫／監修 主婦の友社 493.6  

よくわかる森田療法 心の自然治癒力を高める  

中村 敬／監修 主婦の友社 493.72  

自分の顔が嫌いですか？ “見た目”がこころを壊す女たち 

 町沢 静夫／著 ビジネス社 493.74  

統合失調症日記 木村 きこり／著 ぶんか社 493.76  

症状からわかる子どもの病気とケア  

宮下 守／著 講談社エディトリアル 493.9  

子どもに効く栄養学 からだが変わる食材と食べ方  

中村 丁次／監修 日本文芸社 493.98 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

完全図解坐骨神経痛のすべて 自分で治すプログラムつき 

 田村 睦弘／監修 主婦の友社 494.66  

おかずレパートリー腎臓病 67レシピ  

菅野 義彦／病態監修 女子栄養大学出版部 494.93  

子宮がん 頸がんと体がんの診断・治療・生活  

小田 瑞恵／著 主婦の友社 495.43  

緑内障・白内障 糖尿病網膜症・黄斑変性症・目のアレルギー 

 杉田 美由紀／監修 主婦の友社 496.3  

老眼のウソ 人生をソンしないために  平松 類／著 時事通信出版局 496.42  

一日の体調を整える朝のヨガ  サントーシマ香／著 大和書房 498.34  

病気がどんどんよくなる「腸のお掃除」のやり方  

「食べる水素」で腸をキレイに保つ  星子 尚美／著 ナショナル出版 498.58  

ハーブのすべてがわかる事典  

特徴・歴史・栽培の知識から暮らしに生かす活用術まで  

ジャパンハーブソサエティー／著 ナツメ社 499.8  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

人類が手に入れた地球のエネルギー  

齋藤 勝裕／著 シーアンドアール研究所 501.6  

30の発明からよむ日本史  池内 了／監修 日本経済新聞出版社 507.1  

こんなにおもしろい弁理士の仕事  奥田 百子／著 中央経済社 507.2  

次世代郊外まちづくり 産学公民によるまちのデザイン  

東京急行電鉄株式会社／著 宣伝会議 518.8  

自然保護学入門 ひとと自然をつなぐ  

筑波大学自然保護寄附講座／編 筑波大学出版会 519.8  

藤森照信の建築探偵放浪記 風の向くまま気の向くまま 

 藤森 照信／著 経済調査会 520.4/ﾌ 

AI原論 神の支配と人間の自由 西垣 通／著 講談社 548.1  

Google サービス完全マニュアル   桑名 由美／著 秀和システム 548.3  
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◆◆◆５００ 技術・工学・環境 （つづき）◆◆◆ 

はじめての今さら聞けない Facebook  金城 俊哉／著 秀和システム 548.3  

ロボット・AI と法 弥永 真生／編 有斐閣 548.3  

Amazon Kindle Fire タブレット完全(コンプリート)大事典  

リンクアップ／著 技術評論社 548.7  

美容師・理容師になるには 大岳 美帆／著 ぺりかん社 595  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

太陽の塔ガイド  平野 暁臣／編著 小学館クリエイティブ 606.9  

アマゾンのすごいルール 佐藤 将之／著 宝島社 673.3  

旅する江戸前鮨 「すし匠」中澤圭二の挑戦 一志 治夫／著 文藝春秋 673.9 

 

広告の基本 この 1冊ですべてわかる 波田 浩之／著 日本実業出版社 674 

プロが教えるマーケティングリサーチとデータ分析の基本  

良質な仮説が調査成功のカギ アクションにつながる実践的なリサーチのポイント 

中野 崇／著 すばる舎 675.2  

業界だけが知っている「家・土地」バブル崩壊 牧野 知弘／著 祥伝社 676.9  

鉄道とトンネル 日本をつらぬく技術発展の系譜  

小林 寛則／著 ミネルヴァ書房 686.21  

東急全線古地図さんぽ 懐かしい東急沿線にタイムトリップ 

 坂上 正一／著 フォト・パブリッシング 686.21  

日本鉄道事始め NHKニッポンに蒸気機関車が走った日  

高橋 団吉／編著 NHK出版 686.21  

軌道 福知山線脱線事故 JR西日本を変えた闘い  

松本 創／著 東洋経済新報社 686.7  

スマートフォン入門スマホでやりたい 100のこと  

池澤 あやか／講師 宝島社 694  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

イチバン親切なデッサンの教科書 デッサンの基本から人体の 

構造まで、プロが教える究極のテクニック 上田 耕造／著 新星出版社 725  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

デビルマン大解剖 地獄へおちろ人間ども！ 永井 豪／監修 三栄書房 726.1  

ターシャ・テューダーへの道  食野 雅子／著 主婦と生活社 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  

新・字形と筆順 宮澤 正明／編 光村図書出版 728  

いちばんやさしい新しい写真&カメラの教本 人気講師が教える 

良さが伝わる写真の撮り方 井川 拓也／著 インプレス 743  

写真が良くなるヒント デジタル一眼初心者のための  

        逸見 仁／著 日本カメラ社 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 

  

クリエイターになりたい！ ミータ・ワグナー／著 柏書房 757  

デザインとコミュニティ  上原 幸子／編 武蔵野美術大学出版局 757 

トイ楽器の本 眺めてかわいい、弾いて楽しい魅惑の音色たち 

 良原 リエ／著 DU BOOKS 763  

反戦歌 戦争に立ち向かった歌たち  

竹村 淳／著 アルファベータブックス 767  

君だけの声を聴かせて 奇跡の米国子ども合唱団を率いる 

日本人 福田 真史／著 PHPエディターズ・グループ 767.4  

初代「君が代」 小田 豊二／著 白水社 767.51  

町山智浩の「アメリカ流れ者」 町山 智浩／著 スモール出版 778.25  

オキナワ 1965 都鳥 伸也／著 七つ森書館 778.7  

完全解析！出崎統 アニメ「あしたのジョー」をつくった男 

 別冊宝島編集部／編 宝島社 778.7  

観るまえに読む大修館スポーツルール 2018  

大修館書店編集部／編集 大修館書店 780.3  

異次元へ 型破りの守備・攻撃&メンタル追求バイブル  

菊池 涼介／著 廣済堂出版 783.7  

わかりやすい野球のルール 2018年版 粟村 哲志／監修 成美堂出版 783.7  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

 

9割のゴルファーが知らないあと 30ヤード飛ぶ練習法  

安楽 拓也／著 学研プラス 783.8 

  

イラストマニュアル・はじめてのツリークライミング  

ジョン・ギャスライト／著 秀和システム 786  

ヒマラヤ生と死の物語 奇跡の生還と遭難の悲劇  

池田 常道／著 山と溪谷社 786.1  

全国キャンプ場ガイド '18-'19東日本編 昭文社 786.3  

日帰りハイク関東 2018 JTBパブリッシング 786.4  

困った時はココ！東京近郊キラキラ釣り場案内 60  

タナゴ、フナ、テナガエビ etc.  坂本 和久／編 つり人社 787.1  

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  

競馬語辞典 競馬にまつわる言葉をイラストと豆知識でヒヒーンと読み解く  

奈落 一騎／著 誠文堂新光社 788.5  

サラブレッドに「心」はあるか 楠瀬 良／著 中央公論新社 788.5  

トヨタ WRCのすべて 世界の道に刻まれた栄光と苦闘  三栄書房 788.6  

弓道と身体 カラダの“中”の使い方 守屋 達一郎／著 BABジャパン 789.5  

利休と戦国武将 十五人の「利休七哲」  加来 耕三／著 淡交社 791.2  

ひふみんの将棋の一二三 ビジュアルでわかる 津江 章二／著 神宮館 796  

 

８００ 語学                                                        

言葉の魂の哲学 古田 徹也／著 講談社 801  

THE RHETORIC 人生の武器としての伝える技術  

ジェイ・ハインリックス／著 ポプラ社 801.6  

英語のこころ マーク・ピーターセン／著 集英社インターナショナル 830.4/ﾋ 

こんなに簡単！鈴木亮平の中学英語で世界一周！  

feat.スティーブ・ソレイシィ  鈴木 亮平／著 マガジンハウス 837.8  
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９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

澁澤龍彦の記憶 菅野 昭正／編 河出書房新社 910.2/ｼ 

高村光太郎論 中村 稔／著 青土社 910.2/ﾀ 

イチからの俳句入門 これから始める人、伸び悩んでいる人に！ 

 辻 桃子／著 主婦の友社 911.3  

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

月が導く異世界道中 14 あずみ 圭／著 アルファポリス 913.6/ｱｽﾐ 

爽年 石田 衣良／著 集英社 913.6/ｲｼﾀ 

泣きかたをわすれていた 落合 恵子／著 河出書房新社 913.6/ｵﾁｱ 

ひと 小野寺 史宜／著 祥伝社 913.6/ｵﾉﾃ 

玉村警部補の巡礼 海堂 尊／著 宝島社 913.6/ｶｲﾄ 

小萩のかんざし 北村 薫／著 文藝春秋 913.6/ｷﾀﾑ 

じっと手を見る 窪 美澄／著 幻冬舎 913.6/ｸﾎ 

豆腐の角に頭ぶつけて死んでしまえ事件  

倉知 淳／著 実業之日本社 913.6/ｸﾗﾁ 

東十条の女 小谷野 敦／著 幻戯書房 913.6/ｺﾔﾉ 

近松よろず始末処  築山 桂／著 ポプラ社 913.6/ﾂｷﾔ 

ぼくときみの半径にだけ届く魔法  七月 隆文／著 幻冬舎 913.6/ﾅﾅﾂ 

京都感傷旅行(センチメンタル・ジャーニー)  

西村 京太郎／著 文藝春秋 913.6/ﾆｼﾑ 

平凡な革命家の食卓 樋口 有介／著 祥伝社 913.6/ﾋｸﾁ 

デートクレンジング 柚木 麻子／著 祥伝社 913.6/ﾕｽｷ 

悲体 連城 三紀彦／著 幻戯書房 913.6/ﾚﾝｼ 

物の怪斬り 輪渡 颯介／著 講談社 913.6/ﾜﾀﾘ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

終わりと始まり 2.0 池澤 夏樹／著 朝日新聞出版 914.6/ｲｹｻ 

パリのキッチンで四角いバゲットを焼きながら  

中島 たい子／著 ポプラ社 914.6/ﾅｶｼ 

人生はおもしろがった人の勝ち  萩本 欽一／著 大和書房 914.6/ﾊｷﾓ 
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◆◆◆９１４．６～９１７ 日本のエッセイ（つづき）◆◆◆ 

おかんメールリターンズ  『おかんメール』制作委員会／編 扶桑社 914.6 

知性は死なない 平成の鬱をこえて  與那覇 潤／著 文藝春秋 916/ﾖﾅﾊ 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

常磐の木 金子文子と朴烈の愛 キム ビョラ／著 同時代社 929.1/ｷ 

殺意 ジム・トンプスン／著 文遊社 933/ﾄ 

緑の扉は夢の入口 第一の夢の書  

ケルスティン・ギア／著 東京創元社 943/ｷ 

星の王子さま 新訳  

アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ／作 阿部出版 953/ｻ 

ヴォブルン風オムレツ コストラーニ・デジェー短篇集  

コストラーニ・デジェー／著 未知谷 993.7/ｺ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

高楼の夢 傑作時代小説 井川 香四郎／著 光文社 BN/ｲｶ 

火星に住むつもりかい？ 伊坂 幸太郎／著 光文社 BN/ｲｻ 

相嵌 上田 秀人／著 徳間書店 BN/ｳｴ 

シャドウゲーム 大沢 在昌／著 徳間書店 BN/ｵｵ 

坂本龍馬殺人事件 風野 真知雄／著 実業之日本社 BN/ｶｾ 

烈火の裁き 小杉 健治／著 光文社 BN/ｺｽ 

流れの勘蔵 佐伯 泰英／著 角川春樹事務所 BN/ｻｴ 

天才詐欺師・夏目恭輔の善行日和  里見 蘭／著 宝島社 BN/ｻﾄ 

響け！ユーフォニアム 北宇治高校吹奏楽部のホントの話  

武田 綾乃／著 宝島社 BN/ﾀｹ 

剣客旗本春秋譚 鳥羽 亮／著 実業之日本社 BN/ﾄﾊ 

十津川警部捜査行 阿蘇・鹿児島殺意の車窓  

西村 京太郎／著 実業之日本社 BN/ﾆｼ 

桜狼 鹿取警部補 浜田 文人／著 角川春樹事務所 BN/ﾊﾏ 

正義の行方 労働 Gメン草薙満 早見 俊／著 徳間書店 BN/ﾊﾔ 

隠密刺客遊撃組 平茂 寛／著 光文社 BN/ﾋﾗ 

R.E.D.警察庁特殊防犯対策官室 ACT2  古野 まほろ／著 新潮社 BN/ﾌﾙ 

恋敵は公方様 牧 秀彦／著 徳間書店 BN/ﾏｷ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本 （つづき）◆◆◆ 

日本 SF傑作選 ５  日下 三蔵／編 早川書房 BN/ﾐﾂ 

報復捜査 南 英男／著 文芸社 BN/ﾐﾅ 

俠盗組鬼退治 烈火 吉田 雄亮／著 実業之日本社 BN/ﾖｼ 

牡丹ずし 和田 はつ子／著 角川春樹事務所 BN/ﾜﾀ 

ボートの三人男 もちろん犬も ジェローム・K.ジェローム／著 光文社 B/ｼｴ 

コールド・コールド・グラウンド  

エイドリアン・マッキンティ／著 早川書房 B/ﾏﾂ 

宝石都市の廃墟 トーマス・ツィーグラー／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

世界の果てに生まれる光 上・下  ノーラ・ロバーツ／著 扶桑社 B/ﾛﾊ 

アンデスの黄金 上・下  ジェームズ・ロリンズ／著 扶桑社 B/ﾛﾘ 

怪を編む ショートショート・アンソロジー アミの会(仮)／著 光文社 BN  

 

Ｔ 暮らし                                                

岡尾美代子の雑貨ヘイ！ヘイ！ヘイ！  

岡尾 美代子／著 CCCメディアハウス T0  

オヤジの着こなしルール 悩みをアジに変える 本江 浩二／著 世界文化社 T0  

グレイヘアという選択 ムリせず自然に美しく  

   主婦の友社／編 主婦の友社 T0  

重曹、お酢、クエン酸の使いこなしバイブル  

掃除洗濯に大活躍で家じゅうスッキリ！ 岩尾 明子／著 主婦の友社 T0  

人生が整う家事の習慣 掃除 片づけ 洗濯 料理 本間 朝子／監修 西東社 T0  

渋谷容子のおしゃれな着物リフォーム 時を越えて輝く和裂服 

 渋谷 容子／制作・監修 日東書院本社 T11  

月居良子のアレンジウエア  

基本のチュニックからデザイン 20展開  月居 良子／著 主婦と生活社 T11  

あたらしい着物の教科書 もっと身近に、大人の和装スタイル 

 木下着物研究所／著 日本文芸社 T12  

着物の日のボブ&ショートアレンジ  鈴木 富美子／監修 世界文化社 T12  

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）◆◆◆ 

フェルト刺しゅうの花図鑑 35のテクニックと 55種の花の型紙 

 PieniSieni／著 日本ヴォーグ社 T15  

ディップフラワーの教科書 ワイヤーをディップ液にくぐらせて作る  

m.a.c.／著 講談社 T17  

愛鳥のための手づくり飼育グッズ DIYでうちの子にぴったり  

鳥が快適・幸せに暮らせる 武田 毅／著 誠文堂新光社 T3  

アスリートシェフの美筋レシピ 荻野 伸也／著 柴田書店 T41  

新しいサラダ 福田 里香／著 KADOKAWA T41  

 

1/5 の油で 5倍おいしい！フライパンでラクちん揚げもの  

少ない油でも失敗しらず！毎日使えるサックサクの 63レシピ 

 上島 亜紀／著 家の光協会 T41  

白飯最高おかず うまさ全開！101品  堤 人美／料理 成美堂出版 T41  

誰でも 1回で味が決まるロジカル調理 レシピなしでおいしく作れるようになる  

前田 量子／監修 主婦の友社 T41  

ストックデリで簡単！パン弁 朝ラク 10分！パンが主役のお弁当 

 高橋 雅子／著 パルコエンタテインメント事業部 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  

伝えていきたいわが家の保存食レシピ 石原 洋子／監修 朝日新聞出版 T43  

和菓子 modern Style 諸星 みどり／著 世界文化社 T46  

日本の食材図鑑 見て楽しい！読んでおいしい！レジア／編 新星出版社 T49  

いつか一人になるための家の持ち方住まい方 井形 慶子／著 KADOKAWA T5  

電動工具の使い方事典 基本的な操作法を写真で詳細解説 

スタジオタッククリエイティブ T5  

日本人がいちばん暮らしやすい間取り図鑑  

フリーダムアーキテクツ／著 エクスナレッジ T5  

はじめてでも失敗しない小さな庭づくりの基本 100  

狭いスペースを生かすアイディアがいっぱい 浜野 典正／監修 主婦の友社 T6 

野草盆栽のつくり方 鉢植え山野草を楽しもう 栃の葉書房 T6  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

『母性スイッチ』で最高の出産を ソフロロジーが導く安産と幸せな育児  

林 正敏／著 太田出版 T8  

妊活 治療と生活アドバイス ママになる夢かなえよう！  

陣内 彦良／監修 主婦の友社 T8 

あそんでまなぶわたしとせかい 子どもの育ちと環境のひみつ 

 佐治 晴夫／著 みらい T9  

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

新選組颯爽録 門井 慶喜／著 光文社 SB5.8  

江戸の祭礼と寺社文化 滝口 正哉／著 同成社 SD5  

まちを楽しくする仕事 まちづくりに奔走する自治体職員の挑戦 

 竹山 和弘／著 水曜社 SF1  

医療・介護・福祉の地域ネットワークづくり事例集  

住民、多職種、行政が協働する包括ケア 辻 哲夫／監修 素朴社 SQ0  

いま地域医療で何が起きているのか 「地域医療構想」のねらい 

 横山 壽一／著 旬報社 SQ6  

災害発生時における自治体組織と人のマネジメント  

市川 宏雄／編著 第一法規 SX0  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

海外進出企業総覧 2018 国別編 東洋経済新報社 R335.4  

ベーシッククラウン独和・和独辞典  

伊藤 眞／監修 三省堂 R843  

 

 

 

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

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

『歌謡 Gメンあのヒット曲の舞台はここだ! 』 

テリー伊藤／著 宝島社 2005年 

美空ひばりさんのヒット曲「川の流れのように」の「川」ってどこ？ 

アリスのヒット曲「チャンピオン」、このチャンピオンって 

だれで何のチャンピオンなの？ 

寺尾聰さんのヒット曲「ルビーの指輪」に出てくる、 

くもりガラスの向こうの街はどこ？ 

 ちょっぴり昭和の懐メロ話題になりましたが・・・。何気なく口ずさむあの歌 

この歌の舞台や主人公を知りたいと思いませんか？ 

カラオケや飲み会の話題提供にも最適。 

『歌謡 G メンあのヒット曲の舞台はここだ!』 テリー伊藤／著 宝島社 2005 年、 

この本がそんな種明かしの世界にご案内します！ 

 歌の舞台になっている街を訪れるもよし、歌詞の主人公に思いをはせるもよし、 

この本と出合うことによって、歌の印象が変わることもあるかもしれません。 

皆さんの人生と懐かしい歌たちとの新たな深い出会いを体験してみませんか？ （R） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6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 
13日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

28日（木） 10：30～ ― ― 

高幡図書館 
6日（水） 

15：00～ 15：30～ 16：00～ 
20日（水） 

日野図書館 20日（水） ― ― 16：00～ 

多摩平図書館 
14日（木） 10：30～ ― ― 

27日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

平山図書館 21日（木） 10：30～ ― ― 

百草図書館 22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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☂ 天候が悪い時は、巡回が中止になる場合があります 

曜日 時間 駐車場 住所 6 月 7 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 

 7 日 

 

21 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 

1 日 

 

15 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

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） 

13 日 

27 日 

11 日 

25 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

14 日   

 

28 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 

8 日 

 

22 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 6月・7月巡回日程  

 

 

 

☂ 天候が悪い時は、巡回が中止になる場合があります。 

☆ご希望の本をリクエストカードに記入してください。次回以降の巡回日にお持ちします。  

 

。 

☆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。  

 


