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日野市立図書館 館報 

２０１８年 7月 №227 

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  夏休みジュニアスタッフ募集！！（中学生対象） 

P.3   夏休みに図書館のおはなし会へおいでよ！ 

P.4   「スタンプラリー in 日野宿２０１８」を開催しました 

P.5  夏休み！親子で調べよう日野用水 

P.6  だれでもやさしく読める本「ＬＬブック」をご利用ください 

P.7  図書館に入った新しい本 

P.23 図書館員の本箱 

   ７月のおはなし会 

P.24 移動図書館ひまわり号巡回日程 

７月１６日（月）祝日は開館します！ 

７月の休館日 

中央・高幡・日野 

多摩平・平山・百草（月曜日） 

2日 9日 23日 30日 

  

市政図書室（日曜日・祝日） 1日 8日 15日 16日 22日 29日 

 ＊平日の開館時間は、午前１０時～午後７時（市政図書室を除く） 

＊土曜日・日曜日・祝日の開館時間は、午前１０時～午後５時 

（市政図書室を除く） 

＊市政図書室の開館時間は、午前８時３０分～午後５時１５分 



2 

 

 平成 30 年度日野市立図書館 

 子ども読書活動推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

日時・時間 下記の表の通り 

対 象 市内在住の中学生（各館全日程に参加できる方） 

申込み方法 7月 3日（火）午前 10 時から受付開始（先着順） 

各図書館窓口またはお電話で  

図書館名 住所・電話番号 日程 時間 募集人数 

高幡図書館 
三沢 4-1-12 ７月２６日（木）、７月２７日（金） 

８月２日（木）、３日（金）      
8：45～9：45 3 人 

℡ 042-591-7322 

多摩平図書館 
多摩平 2-9 ７月２６日（木）、７月２７日（金） 

８月２日（木）、３日（金）      
8：45～9：45 4 人 

℡ 042-583-2561 

中央図書館 
豊田 2-49-2 

８月２日（木）、８月３日（金） 9：00～11：30 4 人 
℡ 042-586-0584 

日野図書館 
日野本町 7-5-14 

８月２日（木）、８月３日（金） 9：00～11：30 2 人 
℡ 042-584-0467 

平山図書館 
平山 5-18-2 

８月２日（木）、８月３日（金） 9：00～11：30 2 人 
℡ 042-591-7772 

百草図書館 
百草 204-1 

８月２日（木）、８月３日（金） 9：00～11：30 2 人 
℡ 042-594-4646 

★詳しくは各図書館までお問い合わせください 

中 学 生 対 象 
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会場 

 

日程 

0～2歳児 

お土産
お み や げ

あるよ！ 

3～未就学児 

縁日
えんにち

にきてね！ 

小学生以上 

縁日
えんにち

にきてね！ 

中央図書館 

 

8月 8日（水）    ― 15：30～ 16：00～ 

8月 23日（木） 10：30～11：00 ―  

高幡図書館 

 

 

8月 1日（水） 

 

 

15：00～ 

 

15：30～ 

 

16：00～ 

日野図書館 
 

8月 15日（水） 

 

    

― 

 

― 

 

16：00～ 

多摩平図書館 
7月 25日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

8月 9日（木） 10：30～11：00 ― ― 

平山図書館 

 

 

 

8月 16日（木） 

 

 

 

10：30～11：00 

 

― 

 

― 

百草図書館 
 

7月 27日（金） 

 

 

15：00～ 

 

15：30～ 

 

16：00～ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏の思い出に…ぜひどうぞ！ 

 

本をよんだら 
パスポートカードにスタンプをあつめよう！ 
1さつよんだら 1つスタンプがおせます。 
スタンプはとしょかんごとにちがいます。 
としょかんめぐりをしてみませんか？ 

20 さつよんだらゴール！ 

にじいろのスタンプをおします。 

夏休みはとくべつなスタンプです。 

としょかんでたくさん本をかりて

よんでね 

縁日
えんにち

は工作
こうさく

もあるよ！ 

紙
かみ

のきんぎょやかめをすくってあそぼう！ 
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５月１２日（土）、午前１０時から

午後４時まで、「スタンプラリー in  

日野宿２０１８」（日野宿発見隊主

催）を開催しました。 

 雨だった昨年とはうってかわっ

て、天候にも恵まれ、５３３組の方

に参加いただきました。 

 新選組まつりに訪れる方々に日

野宿の魅力を発信したいとの思い

で、平成２４年（２０１２年）から

始まったスタンプラリーも今年で

７回目。回を重ねるごとにチェック

ポイント数が増え、人手も足りなく

なったため、数年前から日野市ボラ

ンティアセンターの登録ボランテ

ィアをはじめ、個人のボランティア、

自治会の方、さらに日野市の職員な

ど、実に多くの方々に支えていただ

きながら、今日に至っている次第で

す。 

 そんななか今年は嬉しいことが

ありました。日野第一中学校の生徒

１６名がスタッフとして活動して

くれたのです。 

チェックポイントによっては、中

学生とシニア世代のボランティア

がいっしょに参加者を迎えるとい

った微笑しい光景が見られました。

ご協力いただいた皆さん、本当にあ

りがとうございました。 

 日野宿発見隊は、これからも埋も

れた日野宿のお宝を見出す取り組

みを展開していこうと考えていま

す。どうか今後とも皆さんのご支援

ご協力をお願いします。  

 

 

  

直径１０cmという 

超大型の手作り判子は、 

押し応え満点！ 

〈日野駅東口広場〉 

ゴールでの抽選会 〈日野宿本陣〉  

「スタンプラリー in 日野宿２０１８」を開催しました 
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日野宿発見隊第８４弾 （第１３回子ども発見隊） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

至立川 

日
野
駅 

●新東光寺地区センター 

  

甲州街道 

四
ツ
谷
立
体 

薬
王
寺 

コンビニ 

郵便局 

夏休み！親子で調べよう日野用水 

日野
ひ の

用水
ようすい

にはどんな生きもの
い き も の

がいるかな？ 自分
じ ぶ ん

の目
め

で発見
はっけん

だ！ 

観察後
かんさつご

は元
もと

の場所
ば し ょ

にかえすよ。図書館
としょかん

の本
ほん

を使って調
しら

べよう。 

日時
に ち じ

   ７月２８日(土) 午前
ご ぜ ん

9時 30 分～12時 

集合
しゅうごう

場所
ば し ょ

 新東光
しんとうこう

寺地区
じ ち く

センター（栄町 3-14-1）               

対 象
たいしょう

       小 学 生
しょうがくせい

以上
いじょう

の親子
おやこ

(先 着
せんちゃく

20組
くみ

)   

持
も

ちもの    ぬれてもよいふく 

くつ（サンダル、長
なが

ぐつなど） 

      ぼうし、タオル、すいとう 

申込
もうしこ

み期間
き か ん

  ７月５日（木）～７月２６日（木） 

※参加費
さ ん か ひ

無料
むりょう

。アミとバケツは図書館
としょかん

で 

用意
ようい

します。 

 

 http://www.hinoshuku.com 

 

主催 

申込
もうしこ

み・問合
といあわ

せ 日
ひ

野宿
のしゅく

発見隊
はっけんたい

事務局
じむきょく

 日野
ひ の

図書館
としょかん

 電話
でんわ

 584-0467 

 

http://hinoshuku.com/index.html
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だれでもやさしく読める本「ＬＬブック」をご利用ください 

 

 

「Ｌ
エル

Ｌ
エル

ブック」は、スウェーデン語の「LattLast
レ ッ ト ラ ス ト

」（やさしくてわかりやすい）の略

です。「ＬＬ
エルエル

ブック」とは、誰もが読書を楽しめるように工夫してつくられた、「や

さしく読みやすい本」のことを指します。ＬＬ
エルエル

ブックには、長い文や難しい漢字は

ありません。わかりやすい写真や絵が描いてあります。 

 知的障害、学習障害、読書障害（ディスレクシア）など本を読むことが困難な方

や、日本語が得意ではない方にも、読みやすいように作られています。 

 日野市立図書館では、平成３０年５月３１日現在、１１タイトルのＬＬ
エルエル

ブックを

所蔵し貸出しています。今後も増やしていきます。詳細は市内各図書館へお問い合

わせください。 

 

 

 

 

 

（ＬＬブック）タイトル  

アサガオをそだてよう       セミがうまれるよ       

美しくなりたいあなたへ はつ恋 

さんびきのこぶた ぶんぶくちゃがま 

仕事に行ってきます  1   ぼくの家はかえで荘 

仕事に行ってきます  2 わたしのかぞく    なにが起こるかな? 

地震がきたらどうすればいいの?  

 

日野市立図書館の利用者カードで

どなたでもお借りいただけます。 
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 図書館に入った 新 し い 本 
4月 24日から 5月 29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                                       

教養主義のリハビリテーション 大澤 聡／著 筑摩書房 002  

手帳をもっと楽しく！DIY BOOK  

MdN編集部／編 エムディエヌコーポレーション 007  

1日 1ページ、読むだけで身につく世界の教養 365  

デイヴィッド・S.キダー／著 文響社 049  

戦場放浪記 吉岡 逸夫／著 平凡社 070.4/ﾖ 

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

不機嫌は罪である 齋藤 孝／著 KADOKAWA 141.6  

性格の科学 複雑で豊かな心の不思議  

日経ナショナルジオグラフィック社 141.9  

男はお金が９割 人生の本質をつかむ男の哲学 里中 李生／著 三笠書房 159  

究極の選択 桜井 章一／著 集英社 159  

イスラム 10のなぞ 世界史への招待 宮田 律／著 中央公論新社 167.2  

神道入門 民俗伝承学から日本文化を読む  新谷 尚紀／著 筑摩書房 170  

台湾に渡った日本の神々 フィールドワーク日本統治時代の台湾の神社 

 金子 展也／著 潮書房光人新社 175.9  

仏教論争 「縁起」から本質を問う 宮崎 哲弥／著 筑摩書房 181.4  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

海洋考古学入門 方法と実践 木村 淳／編著 東海大学出版部 202.5  

教養のグローバル・ヒストリー 大人のための世界史入門  

北村 厚／著 ミネルヴァ書房 209  

人に話したくなる世界史 玉木 俊明／著 文藝春秋 209  

遣唐使と外交神話 『吉備大臣入唐絵巻』を読む 小峯 和明／著 集英社 213  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

不便ですてきな江戸の町 時空を超えて江戸暮らし 永井 義男／著 柏書房 215  

明治維新とは何だったのか 世界史から考える 半藤 一利／著 祥伝社 215.8  

大正＝歴史の踊り場とは何か 現代の起点を探る  

鷲田 清一／編著 講談社 216.9  

731部隊と戦後日本 隠蔽と覚醒の情報戦 加藤 哲郎／著 花伝社 217.5  

陸軍中野学校と沖縄戦 川満 彰／著 吉川弘文館 217.5  

実録・昭和事件史私はそこにいた 

証言と新事実で綴る「決定的瞬間」の真相 別冊宝島編集部／編 宝島社 217.6  

図説ハプスブルク帝国 加藤 雅彦／著 河出書房新社 234.6  

図説呪われたアメリカの歴史 キーロン・コノリー／著 原書房 253  

自分史のすすめ 未来を生きるための文章術 小池 新／著 平凡社 280.7  

今川氏滅亡 大石 泰史／著 KADOKAWA 281/ｲ 

柳宗悦・「無対辞」の思想 松竹 洸哉／著 弦書房 281/ﾔ 

評伝ロバート・モーゼス 世界都市ニューヨークの創造主 

渡邉 泰彦／著 鹿島出版会 289.8/ﾓ 

東京のちいさなアンティークさんぽ  増山 かおり／著 エクスナレッジ 291.3  

古地図で歩く江戸・東京歴史探訪ガイド 

「江戸楽」編集部／著 メイツ出版 291.36  

京都がなぜいちばんなのか 島田 裕巳／著 筑摩書房 291.62  

1970年大阪万博の時代を歩く  

戦災からの復興、高度経済成長、そして万博へ 橋爪 紳也／著 洋泉社 291.63  

地図と地形で楽しむ神戸歴史散歩 都市研究会／編 洋泉社 291.64  

中国の世界遺産を旅する 響き合う歴史と文化  

湯浅 邦弘／著 中央公論新社 292.2  

わたしの北欧案内ストックホルムとヘルシンキ   

デザインとフィーカと街歩き おさだ ゆかり／著 筑摩書房 293.88  

マヤ探検記 上・下 人類史を書きかえた偉大なる冒険  

ウィリアム・カールセン／著 青土社 295.6  
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３００ 政治・経済・社会                                                                                           

今の巨大中国は日本が作った 副島 隆彦／著 ビジネス社 302.22  

<データブック>近未来予測 2025 ティム・ジョーンズ／著 早川書房 304/ｼ 

竹内政明の「編集手帳」傑作選 

読売新聞朝刊一面コラム 竹内 政明／著 中央公論新社 304/ﾀ 

西部邁 自死について  西部 邁／著 アーツアンドクラフツ 304/ﾆ 

沖縄は孤立していない 世界から沖縄への声、声、声。  

乗松 聡子／編著 金曜日 312.1  

不思議の国会・政界用語ノート 秋山 訓子／著 さくら舎 312.1  

欧州ポピュリズム EU分断は避けられるか 庄司 克宏／著 筑摩書房 312.3  

風刺画で読み解くイギリス宰相列伝  ウォルポールからメイジャーまで 

ケネス・ベイカー／著 ミネルヴァ書房 312.33  

アメリカ政治講義 西山 隆行／著 筑摩書房 312.53  

24歳の僕が、オバマ大統領のスピーチライターに？！  

デビッド・リット／著 光文社 312.53  

地政学と文化から学ぶ日本の病巣世界の病巣  

渡邉 哲也／著 メディアソフト 312.9  

20XX年地方都市はどう生きるか 人口 5万人・兵庫県小野市の挑戦 

 宇惠 一郎／著 日経 BP社 318.26  

身内がトラブルに遭ったときの手続き 最新版 マガジンハウス 320  

自衛隊と憲法 これからの改憲論議のために  木村 草太／著 晶文社 323.1  

相続実務に役立つ戸籍の読み方・調べ方 

 小林 直人／共著 ビジネス教育出版社 324.8  

黙秘の壁 名古屋・漫画喫茶女性従業員はなぜ死んだのか  

藤井 誠二／著 潮出版社 326.2  

デジタル資本主義 森 健／著 東洋経済新報社 332  

中国の「一帯一路」構想の真相 トム・ミラー／著 原書房 332.22  

ビッグデータで選ぶ地域を支える企業  

帝国データバンク／編著 日経 BP社 335.2  

社会起業を学ぶ 社会を変革するしごと  

山本 隆／編 関西学院大学出版会 335.8  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

最新プラットフォーム戦略 デヴィッド・S.エヴァンス／著 朝日新聞出版 336.1  

武器としての ITスキル ビジネススクールで教えている  

グロービス経営大学院／著 東洋経済新報社 336.5  

「価格」を疑え なぜビールは値上がり続けるのか  

吉川 尚宏／著 中央公論新社 337.8  

ビットコインはチグリス川を漂う デイヴィッド・バーチ／著 みすず書房 338 

ヨーロッパで勝つ！ビジネス成功術 塚谷 泰生／著 筑摩書房 338.9  

人間の条件 そんなものない 立岩 真也／著 新曜社 360  

「コミュ障」の社会学 貴戸 理恵／著 青土社 361.4  

質問は人生を変える マツダ ミヒロ／著 きずな出版 361.4  

事例でわかる発達障害と職場のトラブルへの対応  

伝わらないわからない困った!を解決するための工夫 

谷原 弘之／著 法研 366.2  

図説英国メイドの日常 村上 リコ／著 河出書房新社 366.8  

おばあちゃんが、ぼけた。 村瀬 孝生／著 新曜社 367.9  

看護師も涙した老人ホームの素敵な話 小島 すがも／著 東邦出版 367.9  

花殺し月の殺人 インディアン連続怪死事件と FBIの誕生  

デイヴィッド・グラン／著 早川書房 368.6  

写真でわかる移乗・移動ケア 田中 義行／監修 ナツメ社 369  

よくわかる福祉行財政と福祉計画 永田 祐／編 ミネルヴァ書房 369.1  

なぜ、わが子を棄てるのか 「赤ちゃんポスト」10年の真実  

NHK取材班／著 NHK出版 369.4  

ルポ児童相談所 大久保 真紀／著 朝日新聞出版 369.4  

３０００万語の格差 赤ちゃんの脳をつくる、親と保育者の話しかけ 

 ダナ・サスキンド／著 明石書店 376.1  

保育をゆたかに絵本でコミュニケーション 村中 李衣／著 かもがわ出版 376.1  

工学部 中高生のための学部選びガイド 漆原 次郎／著 ぺりかん社 376.8  

日大全共闘 1968叛乱のクロニクル 眞武 善行／著 白順社 377.9  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

発達障害のある子のケース別サポート実例事典  

月森 久江／著 ナツメ社 378  

子どもの着物大全 似内 惠子／著 誠文堂新光社 383.1  

日本の洋食 青木 ゆり子／著 ミネルヴァ書房 383.8  

今こそ知りたいアイヌ 時空旅人編集部／編 三栄書房 389.11  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

離散数学「ものを分ける理論」 問題解決のアルゴリズムをつくる 

 徳田 雄洋／著 講談社 411.2  

エックス線物語 レントゲンから放射光、X線レーザーへ 

馬場 祐治／著 本の泉社 427.5  

星空がもっと好きになる 駒井 仁南子／著 誠文堂新光社 442  

地層のきほん 邦康／著 誠文堂新光社 456  

「生物」のことが一冊でまるごとわかる 大石 正道／著 ベレ出版 460  

生物模倣 自然界に学ぶイノベーションの現場から  

アミーナ・カーン／著 作品社 464  

カラー図解分子レベルで見た体のはたらき 平山 令明／著 講談社 464.2  

遺伝人類学入門 チンギス・ハンの DNAは何を語るか  

太田 博樹／著 筑摩書房 469  

色と形で見わけ散歩を楽しむ花図鑑 大地 佳子／著 ナツメ社 470.3  

日本の野鳥さえずり・地鳴き図鑑 植田 睦之／監修 メイツ出版 488.2  

小笠原が救った鳥 アカガシラカラスバトと海を越えた 777匹のネコ 

 有川 美紀子／著 緑風出版 488.4  

カラスの文化史 カンダス・サビッジ／著 エクスナレッジ 488.9  

ぜんぶシャンシャン シャンシャン写真集 メディアックス 489.5   

人狩り熊 十和利山熊襲撃事件 米田 一彦／著 つり人社 489.5  

窃盗症 その理解と支援 竹村 道夫／編集 中央法規出版 493.74  

認知症の取扱説明書 平松 類／著 SBクリエイティブ 493.75  

子どもができて考えた、ワクチンと命のこと。 ユーラ・ビス／著 柏書房 493.93  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

自分で治す！頸椎症 竹谷内 康修／著 洋泉社 494.66  

死を生きた人びと 小堀鷗一郎／著 みすず書房 498  

“座りっぱなし”でも病気にならない 1日 3分の習慣  

池谷 敏郎／著 青春出版社 498.3  

つまずかない、転ばない奇跡のくねくね体操 荒木 秀夫／著 宝島社 498.3  

健康寿命を延ばす高齢者の栄養と食事   

低栄養を防ぐ生活習慣のポイントがよくわかる 成田 美紀／監修 池田書店 498.59  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

ロボットは東大に入れるか 新井 紀子／著 新曜社 501.9  

職務発明制度規程の作り方と書式例 太田 大三／著 日本法令 507.2  

マンガでわかる知的財産の新常識 スッキリわかる！  

佐藤 大和／著 ナツメ社 507.2  

縮小まちづくり 成功と失敗の分かれ目 米山 秀隆／著 時事通信出版局 518.8  

宇宙ビジネスの衝撃 21世紀の黄金をめぐる新時代のゴールドラッシュ 

 大貫 美鈴／著 ダイヤモンド社 538.9  

太陽を創った少年 僕はガレージの物理学者  

トム・クラインズ／著 早川書房 539.3  

放射能を喰らって生きる 浜岡原発で働くことになって  

川上 武志／著 緑風出版 543.4  

「AIで仕事がなくなる」論のウソ 海老原 嗣生／著 イースト・プレス 548.1  

チューリングの考えるキカイ 阿部 彩芽／共著 技術評論社 548.2  

1時間でわかる SEO対策 遠藤 聡／著 技術評論社 548.3  

デジタル・ポピュリズム 福田 直子／著 集英社 548.3  

48歳からのタブレット入門 リブロワークス／著 インプレス 548.7  

パンの科学 しあわせな香りと食感の秘密 吉野 精一／著 講談社 588.3  
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６００ 産業・交通・通信                                                                                         

民泊の手続き・届出がわかる本 串田 誠一／監修 成美堂出版 673.9  

新貿易立国論 大泉 啓一郎／著 文藝春秋 678.21  

物流が一番わかる  

生産者から消費者へ物資を効率よく届けるための包装・保管・輸送方法 

                         齋藤 正宏／著 技術評論社 680  

特急マーク図鑑 列車を彩るトレインマーク 松原 一己／著 天夢人 686.21  

JRは生き残れるのか 梅原 淳／著 洋泉社 686.3  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

アートの裏側を知るキーワード 横山 勝彦／監修 美術出版社 706.9  

歌麿『画本虫撰』『百千鳥狂歌合』『潮干のつと』  

喜多川 歌麿／画 講談社 721.8  

淡彩で描く街角スケッチ 服部 久美子／著 日貿出版社 724.4  

鶴見俊輔全漫画論 １・２ 鶴見 俊輔／著 筑摩書房 726.1  

絵を読み解く絵本入門 藤本 朝巳／編著 ミネルヴァ書房 726.5  

12か月のねこ切り絵 高木 亮／著 誠文堂新光社 726.9  

ネコを撮る 岩合 光昭／著 朝日新聞出版 743.6  

隣人、それから。 38度線の北 初沢 亜利／著 徳間書店 748/ﾊ 

藍で染めるカンタン絞り染め ３ スタジオタッククリエイティブ 753.8  

1年中楽しめる花の折り紙 山口 真／著 日本ヴォーグ社 754.9  

デザイナーが未来に残したい私の 3 カ条  

スペシャリストが仕事で大切にするルール 水野 学／ほか述 玄光社 757  

日本の色図鑑 吉田 雪乃／監修 マイルスタッフ 757.3  

音律と音階の科学  

ドレミ…はどのように生まれたか  小方 厚／著 講談社 761.2  

「海道東征」とは何か 新保 祐司／著 藤原書店 767  

時は待ってくれない 小田 和正／著 PHP研究所 767.8  

舞踏言語 吉増 剛造／著 論創社 769.1  

歌舞伎座の快人 1984年の團十郎、猿之助、仁左衛門、玉三郎、勘三郎  

松島 奈巳／著 淡交社 774.2  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

週刊文春「シネマチャート」全記録 週刊文春／編 文藝春秋 778.2  

銀幕に愛をこめて ぼくはゴジラの同期生 宝田 明／著 筑摩書房 778.28/ﾀ 

風立ちぬ スタジオジブリ／編 文藝春秋 778.7  

落語家魂！ 爆笑派・柳家権太楼の了見 柳家 権太楼／著 中央公論新社 779.1  

よくわかるスポーツとジェンダー 飯田 貴子／編著 ミネルヴァ書房 780.1  

これ 1冊できちんとわかるピラティス 新井 亜樹／監修 マイナビ出版 781  

99%の人が速くなる走り方 平岩 時雄／著 筑摩書房 782.3  

プロトレイルランナーに学ぶやり遂げる技術  

鏑木 毅／著 実務教育出版 782.3  

パスコースがない？じゃあ、つくればいい。 小柳 ルミ子／著 東京書籍 783.4  

がんでも人生フルスイング 「中高年ガン」と共に生きる“患者と家族”の教科書

大島 康徳／著 双葉社 783.7  

さくら道 横峯 さくら／著 文藝春秋 783.8  

浅田真央 また、この場所で オフィシャルフォトエッセイ  

浅田 真央／著 集英社 784.6  

とっておき！低山トラベル 大内 征／文と写真 二見書房 786.1  

みるみる上達！ランバイク入門 高平 悠生／監修 コスミック出版 786.5  

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  

一本がとれる！柔道立ち技必勝のコツ 55  

上水 研一朗／監修 メイツ出版 789.2  

弓射の文化史 原始－中世編・近世－現代編 入江 康平／著 雄山閣 789.5  

羽生善治の 3手・5手・7手ステップアップ詰め将棋  

羽生 善治／監修 主婦の友インフォス 796  

プロ棋士完全名鑑 2018 コスミック出版 796  
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８００ 語学                                                        

東大院生が開発！頭のいい説明は型で決まる  

犬塚 壮志／著 PHP研究所 809.4  

はじめの 1分で信頼を勝ち取る声と話し方  

テレビ朝日アスク／著 学研プラス 809.4 

人前で“あがらない”話し方 鳥谷 朝代／著 三笠書房 809.4  

世界で一番やさしい会議の教科書 実践編 榊巻 亮／著 日経 BP社 809.6  

小論文 書き方と考え方 大堀 精一／著 講談社 816.5  

同時通訳者のカバンの中 関谷 英里子／著 祥伝社 830.7  

たった 3語できちんと伝わる英語フレーズ事典  

清水 建二／著 総合法令出版 837.8  

中級フランス語叙法の謎を解く 渡邊 淳也／著 白水社 855  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

常世の花 石牟礼道子 若松 英輔／著 亜紀書房 910.2/ｲ 

本格から HONKAKUへ 21世紀本格宣言 ２ 島田 荘司／著 南雲堂 910.26  

水丸さんのゴーシチゴ 安西 水丸／著 ぴあ 911.3/ｱ 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

三毛猫ホームズの復活祭 赤川 次郎／著 光文社 913.6/ｱｶｶ 

幸腹な百貨店 ３ 秋川 滝美／著 講談社 913.6/ｱｷｶ 

雲の果 あさの あつこ／著 光文社 913.6/ｱｻﾉ 

天城越え殺人事件 梓 林太郎／著 実業之日本社 913.6/ｱｽｻ 

烏百花 蛍の章 八咫烏外伝 阿部 智里／著 文藝春秋 913.6/ｱﾍ 

僕は君に、10年分の『 』を伝えたい。 天野 アタル／著 KADOKAWA 913.6/ｱﾏﾉ 

赤銅(あかがね)の魔女 乾石 智子／著 東京創元社 913.6/ｲﾇｲ 

その話は今日はやめておきましょう 井上 荒野／著 毎日新聞出版 913.6/ｲﾉｳ 

本懐 上田 秀人／著 光文社 913.6/ｳｴﾀ 

蕎麦、食べていけ！ 江上 剛／著 光文社 913.6/ｴｶﾐ 

爆身 大沢 在昌／著 徳間書店 913.6/ｵｵｻ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

新選組の料理人 門井 慶喜／著 光文社 913.6/ｶﾄｲ 

仕事は 2番 こざわ たまこ／著 双葉社 913.6/ｺｻﾜ 

わたしの本の空白は 近藤 史恵／著 角川春樹事務所 913.6/ｺﾝﾄ 

無暁の鈴 西條 奈加／著 光文社 913.6/ｻｲｼ 

若旦那のひざまくら 坂井 希久子／著 双葉社 913.6/ｻｶｲ 

日の出 佐川 光晴／著 集英社 913.6/ｻｶﾜ 

ありえないほどうるさいオルゴール店 瀧羽 麻子／著 幻冬舎 913.6/ﾀｷﾜ 

工作艦間宮の戦争 谷 甲州／著 早川書房 913.6/ﾀﾆ 

ロミイの代辯 寺山修司単行本未収録作品集 寺山 修司／著  

幻戯書房 913.6/ﾃﾗﾔ 

連続殺人鬼カエル男ふたたび 中山 七里／著 宝島社 913.6/ﾅｶﾔ 

ストーブ列車殺人事件 西村 京太郎／著 双葉社 913.6/ﾆｼﾑ 

5時過ぎランチ 羽田 圭介／著 実業之日本社 913.6/ﾊﾀ 

夢の器 原民喜初期幻想傑作集 原 民喜／著 彩流社 913.6/ﾊﾗ 

ブサメンガチファイター 弘松 涼／著 光文社 913.6/ﾋﾛﾏ 

海を駆ける 深田 晃司／著 文藝春秋 913.6/ﾌｶﾀ 

瑕疵借り 松岡 圭祐／著 講談社 913.6/ﾏﾂｵ 

虚の聖域 梓凪子の調査報告書 松嶋 智左／著 講談社 913.6/ﾏﾂｼ 

首の鎖 宮西 真冬／著 講談社 913.6/ﾐﾔﾆ 

火環(ひのわ)  八幡炎炎記  完結編 村田 喜代子／著 平凡社 913.6/ﾑﾗﾀ 

ψの悲劇 森 博嗣／著 講談社 913.6/ﾓﾘ 

ゲート SEASON２-２ 自衛隊彼の海にて、斯く戦えり  

柳内 たくみ／著 アルファポリス 913.6/ﾔﾅｲ 

飛ぶ孔雀 山尾 悠子／著 文藝春秋 913.6/ﾔﾏｵ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

ボクシング日和 角田 光代／著 角川春樹事務所 914.6/ｶｸﾀ 

役に立たない人生相談 ２ 佐藤 愛子／著 ポプラ社 914.6/ｻﾄｳ 

生きるとか死ぬとか父親とか ジェーン・スー／著 新潮社 914.6/ｼｴﾝ 
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◆◆◆９１４．６～９１７ 日本のエッセイ（つづき）◆◆◆ 

須賀敦子エッセンス １ 須賀 敦子／著 河出書房新社 914.6/ｽｶ 

愛することば あなたへ 瀬戸内 寂聴／著 光文社 914.6/ｾﾄｳ 

孤独をたのしむ本 100のわたしの方法 田村 セツコ／著 興陽館 914.6/ﾀﾑﾗ 

西部邁発言 １ 西部 邁／著 論創社 914.6/ﾆｼﾍ 

みんな忘れた 記憶のなかの人 野見山 暁治／著 平凡社 914.6/ﾉﾐﾔ 

あること、ないこと 吉田 篤弘／著 平凡社 914.6/ﾖｼﾀ 

自分を愛すると夢は叶う 吉本 ばなな／著 マキノ出版 914.6/ﾖｼﾓ 

ほろ酔い天国 青木 正児／ほか著 河出書房新社 914.6 

がんでは死なない 余命 3カ月から生還する心構え  

村松 紀梨湖／著 幻冬舎メディアコンサルティング 916/ﾑﾗﾏ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

新訳金瓶梅 上 田中 智行／訳 鳥影社 923.5 

やいばと陽射し 金 容満／著 論創社 929.1/ｷ 

英国詩でダンス ページのなかのバレリーナ  

桐山 恵子／編訳 小学館スクウェア 931  

ラヴェルスタイン ソール・ベロー／著 彩流社 933/ﾍ 

孤独のワイン イレーヌ・ネミロフスキー／著 未知谷 953/ﾈ 

黒い魔術 ポール・モラン／著 未知谷 953/ﾓ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

おいなりさんは恋をする。 相原 慶／著 講談社 BN/ｱｲ 

殺界 麻倉 一矢／著 徳間書店 BN/ｱｻ 

玉依姫 阿部 智里／著 文藝春秋 BN/ｱﾍ 

怪盗鼠推参 １ 稲葉 稔／著 幻冬舎 BN/ｲﾅ 

菩薩花 今村 翔吾／著 祥伝社 BN/ｲﾏ 

隠岐伝説殺人事件 上・下 内田 康夫／著 光文社 BN/ｳﾁ 

スタンピード！！ 浦土之 混乱／著 講談社 BN/ｳﾗ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

天女と夜叉 沖田 正午／著 二見書房 BN/ｵｷ 

鬼面村の殺人 長編推理小説 折原 一／著 光文社 BN/ｵﾘ 

開高健ベスト・エッセイ 開高 健／著 筑摩書房 BN/ｶｲ 

パンドーラ 梶永 正史／著 宝島社 BN/ｶｼ 

雪崎光は俺にラブコメを教えたい 和見 俊樹／著 KADOKAWA BN/ｶｽ 

べらぼうめ！ 金子 成人／著 双葉社 BN/ｶﾈ 

大須裏路地おかまい帖 あやかし長屋は食べざかり  

神凪 唐州／著 宝島社 BN/ｶﾝ 

推理は空から舞い降りる 浪速国際空港へようこそ  

喜多 喜久／著 宝島社 BN/ｷﾀ 

半分、青い。 上 北川 悦吏子／著 文藝春秋 BN/ｷﾀ 

異世界が地球を制圧して 100 年、東京に帰ったらエルフの家族ができました。 

木村 心一／著 KADOKAWA BN/ｷﾑ 

まったなし 経塚 丸雄／著 祥伝社 BN/ｷﾖ 

異世界 JK町おこし  このことについて、魔族に依頼してよろしいか伺います 

 くさかべ かさく／著 KADOKAWA BN/ｸｻ 

さよなら、ニルヴァーナ 窪 美澄／著 文藝春秋 BN/ｸﾎ 

荒波越えて 倉阪 鬼一郎／著 徳間書店 BN/ｸﾗ 

あの日の「徹子の部屋」 黒柳 徹子／著 朝日新聞出版 BN/ｸﾛ 

甲賀三郎 大阪圭吉 甲賀 三郎／著 光文社 BN/ｺｳ 

悪魔の孤独と水銀糖の少女 紅玉 いづき／著 KADOKAWA BN/ｺｳ 

スーツケースの半分は 近藤 史恵／著 祥伝社 BN/ｺﾝ 

慶次郎、北へ 新会津陣物語 佐々木 功／著 角川春樹事務所 BN/ｻｻ 

人喰い 笹沢 左保／著 双葉社 BN/ｻｻ 

雑賀の女鉄砲撃ち 佐藤 恵秋／著 徳間書店 BN/ｻﾄ 

ヴィジュアル・クリフ 佐藤 青南／著 宝島社 BN/ｻﾄ 

犯人に告ぐ ２上・２下 雫井 脩介／著 双葉社 BN/ｼｽ 

鉢植えの梅 絵草紙屋万葉堂 篠 綾子／著 小学館 BN/ｼﾉ 

あやかし行灯 霜島 けい／著 光文社 BN/ｼﾓ 

復讐の聖女(ラ・ピュセル) 高橋 祐一／著 KADOKAWA BN/ﾀｶ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

無節の欅 千野 隆司／著 双葉社 BN/ﾁﾉ 

修羅の契り 辻堂 魁／著 祥伝社 BN/ﾂｼ 

夢の検閲官・魚籃観音記 筒井 康隆／著 新潮社 BN/ﾂﾂ 

すずらん通りベルサイユ書房リターンズ！ 七尾 与史／著 光文社 BN/ﾅﾅ 

誰かのぬくもり 新津 きよみ／著 光文社 BN/ﾆｲ 

赤い猫 仁木 悦子／著 筑摩書房 BN/ﾆｷ 

十津川警部捜査行 恋と哀しみの北の大地 西村 京太郎／著 祥伝社 BN/ﾆｼ 

風雲印旛沼 幡 大介／著 光文社 BN/ﾊﾝ 

肉まんを新大阪で 平松 洋子／著 文藝春秋 BN/ﾋﾗ 

火災調査官 福田 和代／著 東京創元社 BN/ﾌｸ 

小夜左文字 藤井 邦夫／著 光文社 BN/ﾌｼ 

闇の歯車 藤沢 周平／著 文藝春秋 BN/ﾌｼ 

まさか勇者が可愛すぎて倒せないっていうんですか？  

真代屋 秀晃／著 KADOKAWA BN/ﾏｼ 

地の指 上・下 松本 清張／著 光文社 BN/ﾏﾂ 

三角の距離は限りないゼロ 岬 鷺宮／著 KADOKAWA BN/ﾐｻ 

警官殺し 南 英男／著 コスミック出版 BN/ﾐﾅ 

スカートのなかのひみつ。 宮入 裕昻／著 KADOKAWA BN/ﾐﾔ 

陽炎剣秘録 森 詠／著 二見書房 BN/ﾓﾘ 

青春の十字架 森村 誠一／著 双葉社 BN/ﾓﾘ 

若さま人情剣 上・下 山手 樹一郎／著 

    コスミック出版 BN/ﾔﾏ 

月蝕 山根 誠司／著 双葉社 BN/ﾔﾏ 

児次郎吹雪・おたふく物語 山本 周五郎／著 河出書房新社 BN/ﾔﾏ 

ぱすてるぴんく。 悠寐 ナギ／著 講談社 BN/ﾕｳ 

忘霊トランクルーム 吉野 万理子／著 新潮社 BN/ﾖｼ 

毒花伝 和田 はつ子／著 小学館 BN/ﾜﾀ 

追撃の報酬 渡辺 裕之／著 祥伝社 BN/ﾜﾀ 

お前らの墓につばを吐いてやる ボリス・ヴィアン／著 河出書房新社 B/ｳｲ 

 



20 

 

 

◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

はい、チーズ K.ヴォネガット／著 河出書房新社 B/ｳｵ 

ミスト 短編傑作選 スティーヴン・キング／著 文藝春秋 B/ｷﾝ 

欧州開戦 １・２ マーク・グリーニー／著 新潮社 B/ｸﾘ 

インターンズ・ハンドブック シェイン・クーン／著 扶桑社 B/ｸﾝ 

偽りの銃弾 ハーラン・コーベン／著 小学館 B/ｺﾍ 

傾城の恋/封鎖 張 愛玲／著 光文社 B/ﾁﾔ 

八月の光 フォークナー／著 光文社 B/ﾌｵ 

影の子 デイヴィッド・ヤング／著 早川書房 B/ﾔﾝ 

死刑囚 アンデシュ・ルースルンド／著 早川書房 B/ﾙｽ 

偽の囚われ息子 宇宙英雄ローダン・シリーズ  

クラーク・ダールトン／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

マークス対テラ 宇宙英雄ローダン・シリーズ 

クルト・マール／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

日曜の午後はミステリ作家とお茶を  

ロバート・ロプレスティ／著 東京創元社 B/ﾛﾌ 

 

Ｔ 暮らし                                                

オトナ女子の整理術 もの お金 情報  新星出版社編集部／編 新星出版社 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  

定年後でもちゃっかり増えるお金術 松崎 のり子／著 講談社 T0  

定番も流行も手作りしたいスカート ブティック社 T11  

アクリル毛糸で編むエコモップとエコタワシ ブティック社 T13  

ニャンドゥティのアクセサリー パラグアイの伝統レース  

岩谷 みえエレナ／著 誠文堂新光社 T14  

がなはようこの四季の刺し子花ふきん  

がなは ようこ／著 日本ヴォーグ社 T15  

楽しく作ろう！フェルトの動物マスコット大集合 ブティック社 T16  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

煌めくハーバリウム キラキラ輝く美しい花の標本  

ハーバリウム普及推進委員会／著 日本文芸社 T17  

エコアンダリヤのかごバッグ 23番糸で編むナチュラルカラーの 30作品 

 誠文堂新光社／編 誠文堂新光社 T19  

帆布のバッグベーシックスタイル 20 

 家庭用ミシンで作る、シンプルで使いやすい 日本ヴォーグ社 T19 

犬の手作り服&グッズ SIZE16  

チワワからレトリーバーまで 全 16サイズの実物大型紙つき  

ミカ／著 主婦の友社 T3  

揚げずに！揚げ物ざんまい 油ほんの少しで魔法のサクカリ感 

 あまこ ようこ／著 主婦の友社 T41  

うまい！味が決まる！みそ・塩・しょうゆのシンプルおかず  

おいしい家庭おかずの会／編 家の光協会 T41  

香り野菜が好き！ さっぱり、ピリッとクセになる！おかずとおつまみ 

 堤 人美／著 家の光協会 T41  

女子栄養大学の誰も教えてくれない発酵食のすべて  

栄養学の最高権威が教える“賢い食べ方”  

五明 紀春／監修 エクスナレッジ T43  

菓子工房ルスルスが教えるくわしくてていねいなお菓子の本  

新田 あゆ子／著 柴田書店 T46  

まいあさスムージー 検見崎 聡美／著 世界文化社 T47  

一生使える。包丁の基本 素材を生かす 110レシピつき  

主婦の友社／編 主婦の友社 T48  

おからパウダーダイエット いつもの料理にかけるだけ  

岸村 康代／著 セブン&アイ出版 T49  

小さなエネルギーで豊かに暮らせる住まいをつくる  

エネルギー半減をめざす 1985アクション 野池 政宏／著 学芸出版社 T5  

家庭で楽しむ芝庭づくり 藤野 淳／監修 ブティック社 T6  

コンパニオンプランツの野菜づくり 決定版 木嶋 利男／著 家の光協会 T6  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

とっておきのハーブ百科 ブティック社 T6  

35歳からのはじめての妊娠・出産・育児安心 BOOK  

大鷹 美子／監修 ナツメ社 T8  

こどもスケッチ おーなり 由子／文と絵 白泉社 T9  

 

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

公務員の「課長」の教科書 

議会対応、住民との調整にも役立つ！ 松井 智／著 学陽書房 SF5  

地域活性のための産官学ベストプラクティス 連携による地域イノベーション 

事業構想大学院大学ベストプラクティス研究会／編  

先端教育機構事業構想大学院大学 SM0  

ゼミナール地域福祉学 図解でわかる理論と実践  

野口 定久／著 中央法規出版 SQ0  

自然災害の発生と法制度 木下 誠也／著 コロナ社 SX0  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

日本民謡事典 １・２・３ 竹内 勉／編著 朝倉書店 R767.5  

新聞連載小説総覧 平成期(1989ー2017)  

日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ R910.26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- お問い合わせは、お近くの図書館へ ---------------- 

中央図書館  586-0584   豊田 2-49-2 

（障害者サービス 581-7612）   

高幡図書館  591-7322   三沢 4-1-12 

日野図書館  584-0467   日野本町 7-5-14 

多摩平図書館 583-2561    多摩平 2-9 

平山図書館  591-7772   平山 5-18-2 

百草図書館  594-4646   百草 204-1ガーデンビュー石神Ｄ ２階 

市政図書室  514-8840    神明 1-12-1日野市役所 １階 

移動図書館  586-0584   豊田 2-49-2（中央図書館内） 
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図書館員の本箱 

 『旅屋、おかえり』 原田マハ／著 集英社 2012年 

元アイドルの崖っぷちタレント、おかえりこと丘えりか。言い間違いが原因で、唯一

のレギュラー番組だった旅番組『ちょびっ旅』を降板させられてしまいます。仕事を失

くし、大好きな旅ができなくなると、途方に暮れていたおかえりの元に届いたのは、病

気の娘の代わりに旅をしてほしいという依頼で… 

お仕事小説は数多くありますが、これは世にも珍しい旅屋のお話。旅行代理店ではな

く、“旅屋”です。おかえりの旅はくすっと笑えて心温まるものばかり。旅先で出会う

人々との交流にも注目です。私もこんな旅がしてみたい！この本を携えて旅に出たくな

る一冊です。 

著者の原田マハさんは、美術館勤務・キュレーターの経歴を持ち、ペンネームの由来

もゴヤの絵画「着衣のマハ」「裸のマハ」という、美術にも造詣の深い方です。美術にま

つわる小説から恋愛小説まで幅広い著作がありますので、ぜひお気に入りを見つけてみ

てください。（Ｔ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7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。 
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曜日 時間 駐車場 住所 7 月 8 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 
   

2 日 

 

16 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 

 

3 日 

 

17 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 

8 日 

22 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

12 日   

 

26 日 

9 日   

 

23 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 

10 日 

 

24 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 7月・8月巡回日程 


