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日野市立図書館 館報 

２０１８年 8月 №228 

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〉 

 

８月１１日（土）祝日は開館します！ 

8月の休館日 

中央・高幡・日野 

多摩平・平山・百草（月曜日） 

6日 13日 20日 27日 

 

市政図書室（日曜日・祝日） 5日 11日 12日 19日 26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 

今月のひろば 

P.2  各館で「平和」展示を行っています 

P.5   はじまりの読書会 参加者募集 

P.6  図書館に入った新しい本 

P.23 図書館員の本箱 

   8 月のおはなし会 

   【夏休み特別プログラム】有り 

P.24 移動図書館ひまわり号巡回日程 
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各館で「平和」展示を行っています 

テーマ「平和とは何かを考える」 中央図書館 

「私たち、戦争人間について 愛と平和主義の限界に関する考察」 

石川明人／著 創元社 2017年 391.1 

平和とは、どのような状態を指すのでしょうか。戦争がないこと？心配がないこ

と？ 平和とは何か、人間に向き合いながら考察した一冊です。 

 

「へいわってどんなこと？」 

浜田 桂子／作 童心社 2011年 P/ﾊ 

この絵本では、平和がどのようなことかを具体的に描いています。たとえば、「み

んなのまえで、だいすきなうたがうたえる」「あさまでぐっすりねむれる」などな

ど…。お子さんと一緒に読んでみてはいかがでしょうか。 

 

「ノーモアヒロシマ・ナガサキ原爆写真」   

黒古 一夫／編 清水 博義／編 James Dorsey／訳  

日本図書センター 2005年 217.5 

73 年前、広島と長崎に原爆が落とされたときの惨状を、写真や絵画で伝える一

冊です。負傷者や死者の写真は刺激が強いかもしれませんが、終戦から長い年月が

たった今、当時の状況を見てみてはいかがでしょうか。 

 

「兄の戦争 短き命、青春を捧げて」 

船村 徹／著 潮書房光人社 2015年 916/ﾌﾅﾑ 

「別れの一本杉」や「みだれ髪」、「北の大地」など、数々の名曲を生んだ作曲家・

船村徹のファミリー・ヒストリー。兄との思い出を、詳細に語っています。 

 

「ぼくは戦争は大きらい」 

やなせたかし／著 小学館クリエイティブ 2013年 916/ﾔﾅｾ 

『アンパンマン』の作者・やなせたかしが、自身の戦争体験について語った一

冊。召集令状が届き、軍に入隊するところから、終戦までの記録。マンガ家らしい

ユーモアを交えた体験記になっています。 

 

「かわいそうなぞう」   

つちや ゆきお／文 たけべ もといちろう／え 金の星社 1970年 P/ﾀ 

子どもが読んでも、大人が読んでも、思わず泣けてきてしまう本。上野動物園で

ゾウが戦時猛獣処分を受けたという、実話を元に創作された絵本です。動物と飼育

係の人の苦しみ・悲しみが詰まっています。 

テーマ「想いを伝える」 高幡図書館 

http://www.irasutoya.com/2016/04/blog-post_139.html
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「これが私の優しさです―谷川俊太郎詩集」   

谷川俊太郎／著 集英社 1993年 911.5/ﾀ 

遠い異国の人たちの、かけがえのない日常が目に浮かぶ「朝のリレー」がおすす

めです。 

 

「筑波日記 竹内浩三全集 2」   

竹内浩三／著 小林察／編 新評論 1984年 911.5/ﾀ 

入隊中に書き綴った日記。極限状態にあっても失うことのなかった日常へのあ

たたかなまなざしが感じられます。 

 

「せかいいちうつくしいぼくの村」   

小林豊／著 ポプラ社 1995年 P/ｺ  

せかいいちうつくしいぼくの村の一日が描かれます。せんそうは続いているけ

れど、たくましく生きる人々。祈るようにページをめくります。 

テーマ「かけがえのない日常」 日野図書館 

テーマ「戦争と子どもたち」 多摩平図書館 

 

「街から子どもがやってきた 戦時下の多摩と学童疎開」  

多摩市文化振興財団 パルテノン多摩／編 多摩市文化振興財団 

パルテノン多摩 2013年 217.5 

 太平洋戦争下、多摩村、稲城村（現・多摩市、稲城市）で親元を離れ生活を送っ

ていた子どもたち。「学童疎開」は「将来の兵士を守る」という目的で行われまし

た。2012年に行われたパルテノン多摩歴史ミュージアム企画展の展示図録です。 

 

「あんずの木の下で 体の不自由な子どもたちの太平洋戦争」 

小手鞠 るい／著 原書房 2015年 児 390 

６７万人以上の子どもたちが学童疎開をした当時、危険な都市部に残された子

どもたちがいました。 

 

「君たちには話そう かくされた戦争の歴史」   

いしい ゆみ／著 くもん出版 2015年 児 390 

川崎市多摩区登戸に作られた「登戸研究所」。記録の残らないこの施設について、

重く口を閉ざしていた元研究員が、高校生にならば話そうと語った研究所の姿と

は・・・。明治大学生田キャンパス内に２０１０年開館の資料館があります。 

http://www.irasutoya.com/2014/10/blog-post_807.html
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テーマ「戦争を忘れない」 平山図書館 

「多摩の戦争遺跡」    

増田康雄／写真・文 新日本出版社 2017年 291.36 

 多摩地域の戦争遺跡３０ヶ所と戦争を体験した３人を写した写真集。日野市か

らは、「高幡不動尊の『生松脂』採取跡」と広島で被爆した「片山昇さん」です。

身近なところに戦争が残っていますね。 

 

「私の平和と戦争」  

広岩近広 編 集英社 2016年 319.8 

戦後 70 年、今こそ、戦争の記憶を残しておかなければ-。鶴見俊輔、井上ひさ

し、吉永小百合、内田樹など 64人の知性による「永遠平和のためのメッセージ」

を掲載しています。 

 

「子どもたちへ、今こそ伝える戦争 子どもの本の作家たち 19 人の真実」   

長新太/和歌山静子/他 講談社 2015年 児 390 

子どもの本を作る作家１９人が、子ども時代に体験した戦争の記憶を綴ってい

ます。戦争の時代に生きた子どもたちから、現代の戦争を知らない子どもたちへ、

見たままの戦争を伝えています。 

 

「明日の平和をさがす本戦争と平和を考える 絵本からＹＡまで 300」   

ＮＨＫ取材班／著 ＮＨＫ出版 2013年 217.5  

 全長が東京駅駅舎程もある巨大戦艦大和。その誕生から、不沈神話崩壊までの軌

跡をたどる、元乗組員たちの証言です。 

 

「せんそうしない」   

谷川俊太郎／文 江頭路子／絵 講談社 2015年 P/ﾀ 

詩人谷川俊太郎さんの言葉が、優しい絵にのっています。子どもだけでなく、大

人の心にも刺さります。親子で読んでほしい 1冊です。 

 

「ジュリエッタ荘の幽霊」   

ベアトリーチェ・ソリナス・ドンギ／作 徳間書店 2005年 C3ソ 

舞台は第二次世界大戦終戦間際の北イタリアの田舎。幽霊の噂に隠された秘密

を巡る、少女リッリの疎開先でのひと夏の物語です。戦争下にあっても残る人と人

との絆や温かい心を感じる１冊です。 

テーマ「戦争と平和を考える」 百草図書館 
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日野市立図書館 連続講座（全５回） 

第１回  ９/２８(金) 「寺泊」 水上 勉/著 

第２回 １０/２６(金) 「鮨」  岡本 かの子/著 

第３回 １１/３０(金) 「芋粥」 芥川 龍之介/著 

第４回  １/２５(金) 「苺」  円地 文子/著 

第５回  ２/２２(金) 「佐渡」 庄野 潤三/著 

※上記５作品は『味覚小説名作集（光文社文庫）』に収録されています。 

■ 講座詳細 ■ 

 

時間：いずれも午後２時３０分～４時 
 

会場：高幡図書館 読書会室 
    （高幡不動駅南口から徒歩５分） 
 

講師：青木 笙子（しょうこ）氏 

 
－ 講師プロフィール － 
 

元公立中学校講師であり、現在は 

読書会ナビゲーターとして活躍。 

参加者の雰囲気に合わせて自在に 

読書会を盛り上げる講義に定評がある。 
 

 

■ 申し込み ■ 
 

８/１７（金）～８/３１（金） 

※ 中央図書館までご連絡ください 

中央図書館（申し込み・問い合わせ先） 

電話：０４２－５８６－０５８４ 

定員：１５名 

※ 申し込み多数の場合は、 

初参加の方優先のうえ抽選 

参加費：無料 

対象：日野市内在住、在勤、在学の方 

  原則、全５回参加できる方 

※ お子様連れの方もどうぞ！ 

 

 

テーマに合わせたさまざまな作品を取り上げ、感想を語り合います。 

ひとりでは気づかなかった魅力に気づき、作品をこえて興味が広がる読書会。 

今回は「食」をテーマにした文学作品５作品を取り上げました。 

初めて読書会に参加される方に合わせた講座になっています。 

作品を事前に読んでご参加ください。 
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  図書館に入った 新 し い 本 
5月 30日から 6月 26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                                       

記憶力日本一を 5度獲った私の奇跡のメモ術  池田 義博／著 幻冬舎 002  

読書という荒野 見城 徹／著 幻冬舎 019  

「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく東大読書  

西岡 壱誠／著 東洋経済新報社 019  

知識の博覧会 知っていると差がつく知的雑学  曽根 翔太／著 彩図社 049  

大人も楽しい博物館に行こう  

知的好奇心をくすぐる全国 80スポット 昭文社 069 

権力と新聞の大問題  望月 衣塑子／著 集英社 070.21  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

現代思想講義 船木 亨／著 筑摩書房 104/ﾌ 

図解身近にあふれる「心理学」が 3時間でわかる本 

内藤 誼人／著 明日香出版社 140  

いい緊張は能力を 2倍にする 脳科学で緊張を「味方」に変える 

 樺沢 紫苑／著 文響社 141.6  

病気の子どものこころの世界 描画・箱庭・物語づくりから見えてくるもの  

角田 哲哉／著 創元社 146.8 

仕事も人生も娯楽でいい 堀江 貴文／著 宝島社 159  

ぼくたちは習慣で、できている。 The Last Self‐Help  

佐々木 典士／著 ワニブックス 159  

AI を信じるか、神(アッラー)を信じるか 島田 裕巳／著 祥伝社 160.4/ｼ 

古代の神社と神職 神をまつる人びと 加瀬 直弥／著 吉川弘文館 175  
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◆◆◆1００ 哲学・心理学・宗教（つづき）◆◆◆ 

御朱印でめぐる東京の神社 

『地球の歩き方』編集室／著 ダイヤモンド・ビッグ社 175.9  

御朱印でめぐる関西の百寺 

『地球の歩き方』編集室／著 ダイヤモンド・ビッグ社 185.9  

七十人訳ギリシア語聖書入門 秦 剛平／著 講談社 193  

祈りの記憶 長崎と天草地方の潜伏キリシタンの世界  

松尾 潤／著 批評社 198.2  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

歴史は実験できるのか 自然実験が解き明かす人類史  

ジャレド・ダイアモンド／編著 慶應義塾大学出版会 204  

有職装束大全 八條 忠基／著 平凡社 210.9  

発掘された日本列島 2018 新発見考古速報 文化庁／編 共同通信社 212  

飢餓と戦争の戦国を行く 藤木 久志／著 吉川弘文館 214  

近世金沢の銀座商人 

魚問屋、のこぎり商い、薬種業、そして銀座役 中野 節子／著 平凡社 215 

アメリカの原爆神話と情報操作 （朝日選書）井上 泰浩／著 朝日新聞出版 217.5  

沖縄からの本土爆撃 米軍出撃基地の誕生 林 博史／著 吉川弘文館 217.5  

1949礼賛 中華民国の南遷と新生台湾の命運 楊 儒賓／著 東方書店 222  

ヨーロッパ繁栄の 19世紀史  玉木 俊明／著 筑摩書房 230.6  

SPQRローマ帝国史 １・２ メアリー・ビアード／著 亜紀書房 232  

大英帝国の歴史 上・下 ニーアル・ファーガソン／著 中央公論新社 233  

ロダンを魅了した幻の大女優マダム・ハナコ 大野 芳／著 求龍堂 281/ｵ 

あなたの名前で先祖がわかる 萩本 勝紀／著 BABジャパン 288.2  

皇后四代の歴史 昭憲皇太后から美智子皇后まで  

森 暢平／編 吉川弘文館 288.4  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

王たちの最期の日々 上・下 パトリス・ゲニフェイ／編 原書房 289.3  

アイダ・ターベル ロックフェラー帝国を倒した女性ジャーナリスト  

古賀 純一郎／著 旬報社 289.8/ﾀ 

地球 MAPS 世界 6大陸発見の旅  

竹花 秀春／訳 日経ナショナルジオグラフィック社 290  

絵図にみる幕末の北辺防備 五稜郭と城郭・陣屋・台場  

戸祭 由美夫／著 古今書院 291.1  

地図で楽しむすごい宮城 都道府県研究会／著 洋泉社 291.23  

東武東上線ぶらり途中下車 山下 ルミコ／著 フォト・パブリッシング 291.3  

変貌する東京歴史マップ 重ね地図でタイムスリップ  

古泉 弘／ほか監修 宝島社 291.36  

魅せる沖縄 私の沖縄論 浅野 誠／著 高文研 291.99  

新・タイ散歩 歩いて楽しむ異国の街並み 藤井 伸二／著 イカロス出版 292.37  

ラダックの星 中村 安希／著 潮出版社 292.5  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

「激動の世界をゆく」大越健介取材ノート 大越 健介／著 小学館 302  

JAPAN CLASS ニッポンは今日も変わらずニッポンでした！ 

 ジャパンクラス編集部／編 東邦出版 302.1  

沸騰インド 超大国をめざす巨象と日本 貫洞 欣寛／著 白水社 302.25  

戦後と災後の間 溶融するメディアと社会 吉見 俊哉／著 集英社 304/ﾖ 

終わらない「失われた 20年」 嗤う日本の「ナショナリズム」・その後 

 北田 暁大／著 筑摩書房 309  

面白いけど笑ってはいけない！<国民の敵はここにいる>  

日本をダメにしたパヨクの正しい disり方 倉山 満／著 ビジネス社 309.3  

主権の二千年史 正村 俊之／著 講談社 311.7  

民主政とポピュリズム ヨーロッパ・アメリカ・日本の比較政治学 

 佐々木 毅／編著 筑摩書房 311.7  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

権力の「背信」 「森友・加計学園問題」スクープの現場  

朝日新聞取材班／著 朝日新聞出版 312.1 

異形の大国を操る習近平の真意  

長谷川 慶太郎／著 李白社 312.22 

トランプ王国の素顔 元 NHKスクープ記者が王国で観たものは 

立岩 陽一郎／著 あけび書房 312.53  

お役所仕事の倫理と論理 これでいいのかお役所仕事倒産もなく首切りもなく 

                      庄司 進／著 創栄出版 317  

よみがえる戦時体制 治安体制の歴史と現在 荻野 富士夫／著 集英社 317.7  

対立の世紀 グローバリズムの破綻  

イアン・ブレマー／著 日本経済新聞出版社 319  

アメリカの「反中」は本気だ！ アジア争奪の米中貿易戦争が始まった 

 宮崎 正弘／著 ビジネス社 319.2  

真っ赤な韓国 金正恩に操られる親北政権の絶望的な内幕  

辺 真一／著 宝島社 319.21  

相続・認知症で家族を困らせないための完全対策マニュアル 

 江頭 寛／著 現代書林 324.7  

面白すぎて眠れない経済学イラスト図鑑 トキオ・ナレッジ／著 宝島社 331  

善と悪の経済学 続 トーマス・セドラチェク／著 東洋経済新報社 331.2  

AI と日本企業 日本人はロボットに勝てるか  

榊原 英資／著 中央公論新社 332.1  

都心集中の真実 東京 23区町丁別人口から見える問題  

三浦 展／著 筑摩書房 334.31  

ハローワーク採用の絶対法則 0円で欲しい人材を引き寄せる求人票の作り方 

 五十川 将史／著 誠文堂新光社 336.4  

コスパのいいシステムの作り方  南 大輔／著 技術評論社 336.5  

AI経理 良い合理化 最悪の自動化  

前田 康二郎／著 日本経済新聞出版社 336.9  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

働きたくないけどお金は欲しい  

時間の自由と経済の自由を手に入れる人生の歩き方 

 遠藤 洋／著 マネジメント社 338.1  

世界一ラクなお金の増やし方 #インデックス投資はじめました 

 NightWalker／著 ぱる出版 338.8  

全 47都道府県幸福度ランキング 2018年版  

寺島 実郎／監修 東洋経済新報社 351  

アドバイスかと思ったら呪いだった。 犬山 紙子／著 ポプラ社 361.4  

逆転交渉術 まずは「ノー」を引き出せ クリス・ヴォス／著 早川書房 361.4 

身近にいる「やっかいな人」から身を守る方法  

マーク・ゴールストン／著 あさ出版 361.5  

#社会保障、はじめました。 猪熊 律子／著 SCICUS 364  

１週間で面接に自信がつく本 採用面接はもう恐くない！  

渡部 幸／著 ナツメ社 366.2  

障がい者の能力を戦力にする 新しいカタチの「特例子会社」  

川島 薫／著 中央公論新社 366.2  

いろいろあっても幸せな夫婦になる方法 STORY編集部／編 光文社 367.3  

家族の秘密 セルジュ・ティスロン／著 白水社 367.3  

定年後、うまくいく人いかない人  

ざっくりと楽観的に生きよう 保坂 隆／著 朝日新聞出版 367.9  

破界  山口組系組員になったゴッドファーザー末裔の数奇な運命 

 マリオ・ルチアーノ／著 徳間書店 368.5  

教育現場の防災読本 「防災読本」出版委員会／著 京都大学学術出版会 369.3  

暴走する能力主義 教育と現代社会の病理 中村 高康／著 筑摩書房 371.3  

オカルト化する日本の教育 江戸しぐさと親学にひそむナショナリズム 

 原田 実／著 筑摩書房 372.1  

「超」独学法 AI時代の新しい働き方へ 野口 悠紀雄／著 KADOKAWA 375.1  

小沢かづとのおいしいあそびうた 小沢 かづと／著 チャイルド本社 376.1  



11 

 

 

 

◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

早稲田と慶應の研究 オバタ カズユキ／著 小学館 377.21  

手話の歴史 上・下  ろう者が手話を生み、奪われ、取り戻すまで 

ハーラン・レイン／著 築地書館 378.2  

AI時代の子育て戦略 成毛 眞／著 SBクリエイティブ 379.9  

ラーメンの歴史学 ホットな国民食からクールな世界食へ  

バラク・クシュナー／著 明石書店 383.8  

現代日本の葬送と墓制 イエ亡き時代の死者のゆくえ  

鈴木 岩弓／編 吉川弘文館 385.6  

祇園祭 その魅力のすべて アリカ／編 新潮社 386.2  

怪異古生物考 土屋 健／著 技術評論社 388  

Jアラートとは何か 上岡 直見／著 緑風出版 392.1  

昭和陸軍の研究 上・下 保阪 正康／著 朝日新聞出版 396.21  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

北欧式眠くならない数学の本 クリスティン・ダール／著 三省堂 410  

ガロアの数学「体」入門 魔円陣とオイラー方陣を例に  

小林 吹代／著 技術評論社 411.7  

ゼロからはじめる！統計学見るだけノート 永野 裕之／監修 宝島社 417  

「電波と光」のことが一冊でまるごとわかる 井上 伸雄／著 ベレ出版 427.8  

The Real Mars火星の素顔 沼澤 茂美／共著 小学館クリエイティブ 445.3  

素敵な石ころの見つけ方 渡辺 一夫／著 中央公論新社 458  

趣味の鉱石トレジャーハンター カラー鉱物写真 445点  

板垣 清司／著 スタジオタッククリエイティブ 459  

高尾山全植物 草・木・シダ 1500種 山田 隆彦／著 文一総合出版 472.13  

動物の心 知性 感情 言葉 社会 日経ナショナルジオグラフィック社 481.7  

日本のウミウシ 中野 理枝／著 文一総合出版 484.6  

蜂と蟻に刺されてみた 「痛さ」からわかった毒針昆虫のヒミツ 

              ジャスティン・O.シュミット／著 白揚社 486.7 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

絶景・秘境に息づく世界で一番美しいペンギン図鑑  

水口 博也／編著 誠文堂新光社 488.6  

カラス学のすすめ 杉田 昭栄／著 緑書房 488.9  

最新カラー図解東洋医学基本としくみ 仙頭 正四郎／監修 西東社 490.9  

よくわかる腰・腰椎の動きとしくみ 「動き」と「痛み」のメカニズムを図解で学ぶ！ 

 永木 和載／著 秀和システム 491.16  

大切な人ががんになったとき…生きる力を引き出す寄り添い方 

 樋野 興夫／著 青春出版社 491.65  

ガンより怖い薬剤耐性菌 三瀬 勝利／著 集英社 491.7  

ひと目でわかる検査数値 最新版 梅田 悦生／著 同文書院 492.1  

京大病院が教える血糖値を上げない正しい習慣  

一生続けられる糖尿病コントロール法 稲垣 暢也／著 西東社 493.12  

ダルク 回復する依存者たち ダルク／編 明石書店 493.15  

リンパ浮腫 保存療法から外科治療まで 廣田 彰男／監修 主婦の友社 493.29  

ムセはじめたら、「1分のどトレ」  

誤嚥性肺炎を防ぐ！口からはじめる健康体操  

藤谷 順子／著 世界文化社 493.38  

「便」と「尿」の悩みをスッキリ解決する本  

便秘 便失禁 尿もれ 過敏性腸症候群  

「きょうの健康」番組制作班／編 主婦と生活社 493.46  

分離症・すべり症は自分で治せる！  

“長引く腰痛”“脚のしびれ”をググッと撃退 

酒井 慎太郎／著 学研プラス 493.6  

「発達障害」と言いたがる人たち 香山 リカ／著 SBクリエイティブ 493.73  

ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本 イラスト版  

樋口 進／監修 講談社 493.74  

認知症で使えるサービスしくみお金のことがわかる本  

田中 元／著 自由国民社 493.75 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆  

うつの常識を疑ってみよう この 3つから見直してみませんか！あなたの治療 

 後生川 礼子／著 ごま書房新社 493.76  

持続可能な医療 超高齢化時代の科学・公共性・死生観  

広井 良典／著 筑摩書房 498  

最新ボディメンテエクササイズ 12の症状別 1日 10分！  

齊藤 邦秀／監修 成美堂出版 498.3  

新薬の狩人たち 成功率 0.1%の探求 ドナルド・R.キルシュ／著 早川書房 499  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

アールトからはじめるデザイン基礎 鈴木 敏彦／著 彰国社 501.8  

手のひらサイズで楽しむ 1/64 ミニカージオラマ 

HOW TO MAKE CAR DIORAMA スタジオタッククリエイティブ 507.9  

公共 R不動産のプロジェクトスタディ  

公民連携のしくみとデザイン 公共 R不動産／編 学芸出版社 518.8  

完全理解自動運転 Q&A形式でスッキリわかる 林 哲史／著 日経 BP社 537  

音の見える部屋 オーディオと在る人 田中 伊佐資／著 音楽之友社 547.3  

スマホ&SNSの安心設定ブック iPhone Androidスマホ対応 

 ジャムハウス編集部／著 ジャムハウス 548.3  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

マーケットでまちを変える 人が集まる公共空間のつくり方  

鈴木 美央／著 学芸出版社 673.7  

リアル店舗の逆襲 対アマゾンの AI戦略  

リテール AI研究会／著 日経 BP社 673.7  

人材派遣のことならこの 1冊 岡田 良則／著 自由国民社 673.9 

私鉄車両年鑑 2018 イカロス出版 686.21  

「北の国から」異聞 黒板五郎独占インタビュー！ 倉本 聰／著 講談社 699.9  
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７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

絵本の冒険 「絵」と「ことば」で楽しむ  

小野 明／編 フィルムアート社 726.5  

津久井智子の消しゴムはんこ。教室 超人気教室のテクを大公開！ 

 津久井 智子／著 主婦の友社 731  

デジタルカメラ撮影講座ふんいき辞 思い通りの写真が撮れる！ 

 谷口 泉／著 日経ナショナルジオグラフィック社 743  

OVERVIEW 宇宙から見たちっぽけな地球のすごい景色  

ベンジャミン・グラント／著 サンマーク出版 748/ｸ 

かんたん、楽しい！趣味の折り紙 日本語・英語・中国語・韓国語併記 

 小林 一夫／監修 コスミック出版 754.9  

刀剣と格付け 徳川将軍家と名工たち 深井 雅海／著 吉川弘文館 756.6  

吹奏楽・授業・部活動ですぐに使えるまゆみ先生のパワーUP！ゲーム 29 

活力・表現力不足を楽しく解消！ 緒形 まゆみ／著 音楽之友社 764.6  

芸は人なり、人生は笑いあり 歌丸ばなし ２ 桂 歌丸／著 ポプラ社 779.1  

師匠！ 人生に大切なことはみんな木久扇師匠が教えてくれた 

 林家 木りん／著 文藝春秋 779.1  

自宅でできる！筋力トレーニング大全 山本 圭一／著 学研プラス 780.7  

日本代表を、生きる。 「6月の軌跡」の 20年後を追って 

          増島 みどり／著 文藝春秋 783.4  

人に言いたくなるアメリカと野球の「ちょっとイイ話」  

向井 万起男／著 講談社 783.7  

ぼくは泣かない 甲子園だけが高校野球ではない  

岩崎 夏海／監修 廣済堂出版 783.7  

基礎から始めるスポーツクライミング  

ボルダリング・リード・スピードを競技別に徹底解説！  

東京都山岳連盟／監修 日本文芸社 786.1 

ヤマレコのとっておきの登山ルート 30選  ヤマレコ／監修 大泉書店 786.1 
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

ビフォー・アフターでわかる初心者のための茶花の入れ方  

小澤 宗誠／著 淡交社 791.6  

羽生善治永世七冠必勝の一手 森 鶏二／著 日本文芸社 796  

 

８００ 語学                                                        

翻訳ってなんだろう？ あの名作を訳してみる  

鴻巣 友季子／著 筑摩書房 801.7  

たったの 3語で英会話！  

ディビッド・セイン／著 明日香出版社 837.8  

フランス語作文ラボ ニュアンスで使いわけるための添削教室 

       クリス・ベルアド／著 白水社 856  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

太宰よ！45人の追悼文集 さよならの言葉にかえて  

河出書房新社編集部／編 河出書房新社 910.2/ﾀ 

宮沢賢治の元素図鑑 作品を彩る元素と鉱物 桜井 弘／著 化学同人 910.2/ﾐ 

神様の住所 九螺 ささら／著 朝日出版社 911.1/ｸ 

夏井いつきの「時鳥」の歳時記 夏 夏井 いつき／著 世界文化社 911.3  

空を読み雲を歌い 北軽井沢・浅間高原詩篇 1949-2018  

谷川 俊太郎／著 アーツアンドクラフツ 911.5/ﾀ 

ニンゲン御破算 松尾 スズキ／著 白水社 912.6/ﾏ 

つる花の結び 上・下 源氏物語 紫式部／著 理論社 913.3  

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士<仮>らしいですよ？ ４ 

 あてきち／著 アルファポリス 913.6/ｱﾃｷ 

怪しくて妖しくて 阿刀田 高／著 集英社 913.6/ｱﾄｳ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

世界の終わりと始まりの不完全な処遇  

織守 きょうや／著 幻冬舎 913.6/ｵﾘｶ 

恋の川、春の町 風野 真知雄／著 KADOKAWA 913.6/ｶｾﾉ 

がいなもん 松浦武四郎一代 河治 和香／著 小学館 913.6/ｶﾜｼ 

魔界都市ブルース 15 超伝奇小説  

菊地 秀行／著 祥伝社 913.6/ｷｸﾁ 

ロンリネス 桐野 夏生／著 光文社 913.6/ｷﾘﾉ 

島のエアライン 上・下 黒木 亮／著 毎日新聞出版 913.6/ｸﾛｷ 

人間に向いてない 黒澤 いづみ／著 講談社 913.6/ｸﾛｻ 

劉裕 豪剣の皇帝 小前 亮／著 講談社 913.6/ｺﾏｴ 

万引き家族 是枝 裕和／著 宝島社 913.6/ｺﾚｴ 

絶望キャラメル 島田 雅彦／著 河出書房新社 913.6/ｼﾏﾀ 

古事記異聞 鬼棲む国、出雲 高田 崇史／著 講談社 913.6/ﾀｶﾀ 

正しい女たち 千早 茜／著 文藝春秋 913.6/ﾁﾊﾔ 

真夜中の子供 辻 仁成／著 河出書房新社 913.6/ﾂｼ 

嚙みあわない会話と、ある過去について 辻村 深月／著 講談社 913.6/ﾂｼﾑ 

ディス・イズ・ザ・デイ 津村 記久子／著 朝日新聞出版 913.6/ﾂﾑﾗ 

漱石センセと私 出久根 達郎／著 潮出版社 913.6/ﾃｸﾈ 

北条早雲 ５ 富樫 倫太郎／著 中央公論新社 913.6/ﾄｶｼ 

道具箱はささやく 長岡 弘樹／著 祥伝社 913.6/ﾅｶｵ 

宵物語 西尾 維新／著 講談社 913.6/ﾆｼｵ 

名探偵誕生 似鳥 鶏／著 実業之日本社 913.6/ﾆﾀﾄ 

骨なしオデュッセイア 野村 喜和夫／著 幻戯書房 913.6/ﾉﾑﾗ 

夜の船 野呂 邦暢／著 文遊社 913.6/ﾉﾛ 

おいぼれハムレット 橋本 治／著 河出書房新社 913.6/ﾊｼﾓ 

ニードルス 花村 萬月／著 KADOKAWA 913.6/ﾊﾅﾑ 

エンディングドレス 蛭田 亜紗子／著 ポプラ社 913.6/ﾋﾙﾀ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

オールドレンズの神のもとで 堀江 敏幸／著 文藝春秋 913.6/ﾎﾘｴ 

17×63鷹代航は覚えている 水生 大海／著 祥伝社 913.6/ﾐｽｷ 

婚活食堂 山口 恵以子／著 PHP研究所 913.6/ﾔﾏｸ 

偽姉妹 山崎 ナオコーラ／著 中央公論新社 913.6/ﾔﾏｻ 

雲と鉛筆 吉田 篤弘／著 筑摩書房 913.6/ﾖｼﾀ 

ベスト本格ミステリ 2018 本格ミステリ作家クラブ／選・編 講談社 913.6  

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

かんがえる子ども 安野 光雅／著 福音館書店 914.6/ｱﾝﾉ 

きんじよ いしい しんじ／著 ミシマ社 914.6/ｲｼｲ 

市場のことば、本の声 宇田 智子／著 晶文社 914.6/ｳﾀ 

ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと 

 奥野 克巳／著 亜紀書房 914.6/ｵｸﾉ 

コドナの言葉 窪塚 洋介／著 NORTH VILLAGE 914.6/ｸﾎｽ 

情けは宇宙のためならず 物理学者の見る世界  

須藤 靖／著 毎日新聞出版 914.6/ｽﾄｳ 

お釈迦さま以外はみんなバカ  

高橋 源一郎／著 集英社インターナショナル 914.6/ﾀｶﾊ 

ふわふわ 谷川 俊太郎／著 スイッチ・パブリッシング 914.6/ﾀﾆｶ 

女にとって夫とはなんだろうか 西舘 好子／著 ベストセラーズ 914.6/ﾆｼﾀ 

くろちゃんとツマと私 南 伸坊／著 東京書籍 914.6/ﾐﾅﾐ 

とりあえずウミガメのスープを仕込もう。 宮下 奈都／著 扶桑社 914.6/ﾐﾔｼ 

歳を取るのも悪くない 養老 孟司／著 中央公論新社 914.6/ﾖｳﾛ 

ベスト・エッセイ 2018 日本文藝家協会／編  光村図書出版 914.6 

旅先のオバケ 椎名 誠／著 集英社 915.6/ｼｲﾅ 

限界を作らない生き方 KEEP MOVING 武藤 将胤／著 誠文堂新光社 916/ﾑﾄｳ 
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９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

奥のほそ道 リチャード・フラナガン／著 白水社 933/ﾌ 

リヒテンベルクの雑記帳  

ゲオルク・クリストフ・リヒテンベルク／著 作品社 944/ﾘ 

トルストイの肖像画 レフ・トルストイ／著 未知谷 980.2/ﾄ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

演じられた花嫁 赤川 次郎／著 実業之日本社 BN/ｱｶ 

小言又兵衛天下無敵 血戦護持院ケ原 飯島 一次／著 二見書房 BN/ｲｲ 

鎖鎌秘話 若鷹武芸帖 岡本 さとる／著 光文社 BN/ｵｶ 

起爆都市 県警外事課クルス機関 柏木 伸介／著 宝島社 BN/ｶｼ 

猫を拾いに 川上 弘美／著 新潮社 BN/ｶﾜ 

お玉ケ池の仇 隠居右善江戸を走る 6 喜安 幸夫／著 二見書房 BN/ｷﾔ 

女子大生つぐみと古事記の謎 鯨 統一郎／著 角川春樹事務所 BN/ｸｼ 

遠山金四郎が咆える 小杉 健治／著 幻冬舎 BN/ｺｽ 

果しなき流れの果に 小松 左京／著 角川春樹事務所 BN/ｺﾏ 

敦盛おくり 新・古着屋総兵衛 16 佐伯 泰英／著 新潮社 BN/ｻｴ 

ひなげし雨竜剣 長編時代小説 坂岡 真／著 光文社 BN/ｻｶ 

真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、 

辺境でスローライフすることにしました ざっぽん／著 KADOKAWA BN/ｻﾂ 

ちょっと一杯のはずだったのに 志駕 晃／著 宝島社 BN/ｼｶ 

こころの旅 須賀 敦子／著 角川春樹事務所 BN/ｽｶ 

謎の殺し屋 蔦屋重三郎事件帖 2 鈴木 英治／著 角川春樹事務所 BN/ｽｽ 

太宰治の手紙 返事は必ず必ず要りません 太宰 治／著 河出書房新社 BN/ﾀｻ 

リアルフェイス 知念 実希人／著 実業之日本社 BN/ﾁﾈ 

片想い探偵追掛日菜子 辻堂 ゆめ／著 幻冬舎 BN/ﾂｼ 

幽霊になった女 剣客同心親子舟[3] 鳥羽 亮／著 角川春樹事務所 BN/ﾄﾊ 

喧嘩大名葵の秘剣 中岡 潤一郎／著 コスミック出版 BN/ﾅｶ 

逃がし屋トナカイ 名取 佐和子／著 実業之日本社 BN/ﾅﾄ 

血に慄えて瞑れ 鳴海 章／著 光文社 BN/ﾅﾙ 
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◆◆◆B、BN 文庫本（つづき）◆◆◆ 

寝台急行「天の川」殺人事件 西村 京太郎／著 文藝春秋 BN/ﾆｼ 

僕らの青春 下町高校野球部物語 半村 良／著 光文社 BN/ﾊﾝ 

新しき将軍 御庭番の二代目 7 氷月 葵／著 二見書房 BN/ﾋｽ 

ランチに行きましょう 深沢 潮／著 徳間書店 BN/ﾌｶ 

世直し将軍家治 天下成敗組、見参！ 誉田 龍一／著 コスミック出版 BN/ﾎﾝ 

風紋 長編推理小説 松本 清張／著 光文社 BN/ﾏﾂ 

ビロウな話で恐縮です日記 三浦 しをん／著 新潮社 BN/ﾐｳ 

心花堂手習ごよみ 三國 青葉／著 角川春樹事務所 BN/ﾐｸ 

冤罪捜査 南 英男／著 文芸社 BN/ﾐﾅ 

キッチン風見鶏 森沢 明夫／著 角川春樹事務所 BN/ﾓﾘ 

工場のおばちゃん あしたの朝子 山口 恵以子／著 実業之日本社 BN/ﾔﾏ 

生ける屍の死 上・下 山口 雅也／著 光文社 BN/ﾔﾏ 

暗がりの弁当 山本 周五郎／著 河出書房新社 BN/ﾔﾏ 

ハイエナの夜 夢枕 獏／著 徳間書店 BN/ﾕﾒ 

お悦さん 大江戸女医なぞとき譚 和田 はつ子／著 幻冬舎 BN/ﾜﾀ 

短篇ベストコレクション 2018 現代の小説 日本文藝家協会／編 徳間書店 BN  

文豪たちが書いた「犬」の名作短編集 彩図社文芸部／編纂 彩図社 BN  

戦慄の魔薬<タイフーン>を掃滅せよ！ 上・下  

クライブ・カッスラー／著 扶桑社 B/ｶﾂ 

欧州開戦 ３・４ マーク・グリーニー／著 新潮社 B/ｸﾘ 

あの日のときめきは今も ジェイン・アン・クレンツ／著 二見書房 B/ｸﾚ 

奪われた家/天国の扉 動物寓話集 コルタサル／著 光文社 B/ｺﾙ 

マスター・スナイパー スティーヴン・ハンター／著 扶桑社 B/ﾊﾝ 

汝、鉤十字を背負いて頂を奪え 上・下  

ハリー・ファージング／著 竹書房 B/ﾌｱ 

モーリス フォースター／著 光文社 B/ﾌｵ 

虎の宴 リリー・ライト／著 早川書房 B/ﾗｲ 

宇宙ゾンビ目覚める 宇宙英雄ローダン・シリーズ 570 

エルンスト・ヴルチェク／著 早川書房 B/ﾛﾀ 
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Ｔ 暮らし                                                

「いらないモノ」が教えてくれること  

散らかった部屋に隠されたメッセージを読み解き人生を立て直す方法  

ケリー L.リチャードソン／著 彩図社 T0  

究極の靴磨き 世界文化社 T0  

自分で直せば断然お得！身のまわりの修理の教科書  

西沢 正和／監修 PHP研究所 T0  

手ぬぐい使いこなしブック 毎日の暮らしに大活躍する日本の万能クロス 

 加藤 敦子／著 主婦の友社 T0  

玲子さんののんびり老い支度 一日一日心を込めて  

西村 玲子／著 主婦の友社 T0  

赤ちゃんに作ってあげたいスタイとブルマ 

ふだんぎからおよばれスタイルまで ブティック社 T11  

着心地のよい、暮らしの服 美濃羽 まゆみ／著 日本ヴォーグ社 T11  

月居良子の家でも外でも心地よい服 月居 良子／著 NHK出版 T11  

かぎ針あみのスカーフ&ショール レーシークロッシェ 日本ヴォーグ社 T13  

季節の色合いを楽しむブーケ  

人気花店「fleurs trémolo」が束ねる 藤野 幸信／著 誠文堂新光社 T17 

オーブン樹脂粘土でつくるミニチュアお菓子とパン TOTAL 110 

 RECIPE Petite Fleur／著 日本ヴォーグ社 T19  

可憐にむすぶ花づくしの水引 簡単な結びで作れる美しい花々 

 森田 江里子／著 ブティック社 T19  

草・つる・枝でつくる編みかご 100  

身近な自然で編むかごとリース 素材の採集方法から編み方まで 

 佐々木 麗子／著 誠文堂新光社 T19  

ネコおやぶん 岩合 光昭／著 辰巳出版 T3  

はじめての熱帯魚と水草アクアリウム BOOK 

1週間でできるアクアリウム作り 水谷 尚義／監修 主婦の友社 T3  

ハム語辞典 しぐさや行動からハムスターのキモチがわかる！  

今泉 忠明／監修 学研プラス T3  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

辻留辻嘉一 懐石の手ほどき もう一度読みたい 辻 嘉一／著 淡交社 T40  

コマ送りレシピ 動画よりもわかりやすい！ 堤 人美／著 主婦の友社 T41  

汁かけごはん 田内 しょうこ／著 駒草出版 T41  

すっぱい料理 飛田 和緒／著 産業編集センター T41  

はじめが肝心 有元葉子の「下ごしらえ」  

有元 葉子／著 文化学園文化出版局 T41  

ラクうま鶏ささみ料理 やせ習慣が身につく 河村 玲子／著 辰巳出版 T41  

おむすびのにぎりかた 宮本 しばに／文 ミシマ社 T42  

アジアの麵 ワタナベ マキ／著 主婦と生活社 T45  

いちじく好きのためのレシピ  

ジャムにケーキ、焼き菓子、それからサラダやお肉と合わせる料理まで  

福田 里香／著 文化学園文化出版局 T46  

SUMMER DESSERT夏こそ食べたい極上デザート  

思わず作りたくなる！“ごきげん”な夏デザート  

ムラヨシ マサユキ／著 成美堂出版 T46  

おいしさ長持ち！食品保存の便利 BOOK 食のスタジオ／編 西東社 T49  

こうや豆腐&粉豆腐幸せレシピ 毎日食べて健康&ダイエットに! 

 前本 勝利／監修 河出書房新社 T49  

男のインテリア大事典 思いどおりの部屋がつくれる！  

石橋 弘次／著 成美堂出版 T5  

人生が変わる家づくり 一生気持ちよく暮らせるマイホーム 

 兼坂 成一／著 幻冬舎メディアコンサルティング T5  

育てる楽しむ癒しの「苔ボトル」 佐々木 浩之／写真 コスミック出版 T6  

虫といっしょに家庭菜園 農薬に頼らずつくる 小川 幸夫／著 家の光協会 T6  

子育てでカラダが限界なんですがどうすればいいですか？  

育児の疲れスッキリ BOOK 斎藤 充博／著 青月社 T8  

ママと赤ちゃんのぐっすり本 「夜泣き・寝かしつけ・早朝起き」解決ガイド 

 愛波 文／著 講談社 T8  

 



22 

 

 

◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

ちゃんと失敗する子の育て方 高濱 正伸／著 総合法令出版 T9  

ブレない子育て 発達障害の子、「栗原類」を伸ばした母の手記 

             栗原 泉／著 KADOKAWA T9  

 

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

「参加の力」が創る共生社会 市民の共感・主体性をどう醸成するか 

 早瀬 昇／著 ミネルヴァ書房 SF4  

福祉課のシゴト 自治体の仕事シリーズ 石川 久／著 ぎょうせい SQ0  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

日本国勢図会 2018/19 日本がわかるデータブック  

矢野恒太記念会／編集 矢野恒太記念会 R351  

気象業務はいま 2018 気象庁／編集 研精堂印刷 R451  

新毒物劇物取扱の手引 大野 泰雄／監修 時事通信出版局 R498.12  

伝統木造建築事典 高橋 昌巳／編著 井上書院 R524.5  

数字でみる自動車 2018 国土交通省自動車局／監修 日本自動車会議所 R685  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

『生きものたちのつくる巣 109』 

鈴木 まもる／文・絵 エクスナレッジ 2015年 

この本の著者、鈴木まもる氏は画家・絵本作家であるとともに鳥の巣研究家でもあ
ります。その鈴木まもる氏が鳥にかぎらず、生きものの巣を繊細な絵とともに紹介し
たのがこの本です！ 
本の中には本当に様々な巣が紹介されています。例えば、直径が約 10メートルも

あり、何羽もの鳥が一緒に住むマンションのような鳥の巣、地下でキノコを栽培して
エサにしているアリの巣、クモの糸で葉っぱを縫って作る鳥の巣等々・・・どれもと
ても美しく、そして不思議です。ながめているだけでもとても楽しく、またそのよう
な不思議な巣を作った生き物に興味が湧いてきます。 

巣だけではなく、その巣をつくった生きものに 
ついても説明があるのでわかりやすいです。 
そして最後のページには、人間の家まで載せて 

あります！それがユーモラスであるとともに、人 
間もこの世界を生きる一員ということを改めて思 
い起こさせる、私のお気に入りの一冊です。（Ａ） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8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 
8日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

23日（木） 10：30～ ― ― 

高幡図書館 
1日（水） 

15：00～ 15：30～ 16：00～ 
15日（水） 

日野図書館 15日（水） ― ― 16：00～ 

多摩平図書館 
9日（木） 10：30～ ― ― 

22日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

平山図書館 16日（木） 10：30～ ― ― 

百草図書館 24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。 

 

【夏休み特別プログラム】     いつもと違ったプログラムを用意してお待ちしています。  
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曜日 時間 駐車場 住所 8 月 9 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 

2 日 

 

16 日 
   

6 日 

 

20 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 

 

3 日 

 

17 日 

 

7 日 

 

21 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） 

8 日 

22 日 

12 日 

26 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

9 日   

 

23 日 

13 日   

 

27 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 

10 日 

 

24 日 

14 日 

 

28 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 8月・9月巡回日程 


