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日野市立図書館 館報 

２０１８年 ９月 №229 

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〉 

 

９月１７日（月）、２３日（日）、２４日（月）

祝日は開館します！（市政図書室を除く） 

9月の休館日 

中央・高幡・日野 

多摩平・平山・百草（月曜日） 

3日 10日    

 

 

 

 

 

市政図書室（日曜日・祝日） 2日 9日 16日 17日 23日 24日 30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  夏休みジュニアスタッフ 2018体験報告！ 

P.4  夏休みおはなし会を開催しました！ 

P.6  高幡図書館が臨時休館します 

   9 月のテーマ展示紹介 

P.7  図書館に入った新しい本 

P.23 図書館員の本箱 

   9 月のおはなし会 

P.24 移動図書館ひまわり号巡回日程 
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夏休みジュニアスタッフ 2018体験報告！ 
  

１４年目を迎えた「夏休みジュニアスタッフ」事業ですが、今年度は 

市内在住の中学生計９名が中央、高幡、日野、多摩平、平山、百草の 

６館で各図書館のスタッフとして活動しました。 

 

高幡と多摩平では、開館前の書架整理や、ブックポストに戻された 

本の返却処理などを行いました。ジュニアスタッフの皆さんのおかげで、

気持ち良く開館を迎えることができました。 

 

中央、日野、平山、百草では、開館中のカウンターでの貸出・返却を 

行いました。一生懸命な皆さんの姿を見て、利用者の方々から笑顔で 

「頑張ってね！」とお声をかけていただきました。 
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日頃は見ることのできない図書館の姿、いかがだったでしょうか。 

今回皆さんに体験していただいたことは、表からはなかなか見えま 

せんが、図書館の大切な仕事です。暑い夏の図書館を一緒に支える 

一員になってくださり、ありがとうございました！ 

 

★感想（一部抜粋）をいくつかご紹介します。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お疲れさまでした！ 

去年も体験して、今年も体験した

のですが、返却のＣＤの数が多かっ

たり、去年とは一味違った体験がで

きました。 

リクエスト本探しでは、見つから

ない本を私が「先生、見当たらない
です」と言って、司書さんに助けて

もらいました。 

また、お客さんが本を返却してく
れる時に、私が「おはようございま

す」と言うと、おじぎを返してくれ

て、とてもうれしかったです。 
来年は受験生という事もあるの

ですが、来年もぜひやりたいと思い

ました。 

裏方の仕事内容を知るこ

とができ、また自分も体験で

きたことが良かったです。 

少しつかれたけど、４日間

にわたっていい経験になっ

たと思いました。 

最終日には、 

修了証書を授与！ 

スタッフの人が優しく教

えてくれてやりやすかった。

他の年代の人との交流も楽

しかった。 

来年もできるのであれば

やりたいと思った。 
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夏休みおはなし会を開催しました！ 
 

図書館では小さなお子さんに本に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図る 

きっかけとなるように、毎月「おはなし会」を開催しています。 

 

毎年夏休みは、工作など普段とは異なるプログラムを入れて行って 

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『遊べる!楽しい!おりがみおもちゃ』（PHP 研究所 2010 年）より、 

おりがみで作った「あしかのわなげ」をおみやげにお渡ししました。 

 

★ 3～6歳向けには『つくってあそぼう！おまつりやたい』 

（福音館書店 2006年）より「レジ袋でおばけ」を作りました。 

思い思いの目や口を貼り付けて、世界にひとつの「おばけ」が完成！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じょうずにできたね！ 
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★ 小学生向けには『つくってあそぼう！おまつりやたい』 

（福音館書店 2006年）より「食品トレーでおめん」を作りました。 

真剣に丁寧に色を塗ったり角をつけたり、時間が足りなくなるほど 

楽しく工作しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は『おまつりやたい』にちなみ、今日の縁日用として図書館が手

づくりしたお金を使って、3～6 歳向けでは紙テープで作った金魚すく

いを、小学生向けではトイレットペーパーの芯で作ったカメすくいか、

おはながみで作ったわたあめを買ってもらいました。 

 

「お金を払わないとだめなんだよ。」などお子さん同士でルールを 

守って楽しく遊んでいました。見ているこちらも楽しい夏休み気分を 

味あわせていただきました。 

ご参加いただいた皆さん、どうもありがとうございました！！ 

 

 

 

 

 

みんな一生懸命です。 

大作ができそう！！ 

 

かっこいいおめんで 

はい！ポーズ！ 
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～高幡図書館が臨時休館します～ 

高幡図書館は、電気設備工事のため、臨時休館いたします。 

ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、ご協力をお願い 

申し上げます。 

【休館日】 
 

平成３０年９月４日（火） 
荒天等の状況により、９月１１日（火）に変更する場合があります。 

その場合、４日（火）は開館、１１日（火）が臨時休館となります。 

＊休館日も、ブックポストへの返却はできます。 

 

 

 

 

 

 

 

９月のテーマ展示紹介 

   各図書館で以下のテーマで展示を行います。ぜひご来館ください。 

 

 

 

 

 

  図書館名 各館ごとのテーマ 

中央図書館  世界自殺予防デー＆自殺予防週間 

高幡図書館 日野市認知症を知る月間「認知症を理解するために」 

日野図書館 山が好き 

多摩平図書館 日野市認知症を知る月間「認知症を理解するために」 

平山図書館 「エコ」な暮らし  

百草図書館 宇宙月間 「天体」  

【問合せ】高幡図書館 

電話 ０４２－５９１-７３２２ 
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 図書館に入った 新 し い 本 
6月 27日から 7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                                       

仕事としての学問 仕事としての政治  マックス・ウェーバー／著 講談社 002  

学校図書館で役立つレファレンス・テクニック  

調べる面白さ・楽しさを伝えるために 齊藤 誠一／著 少年写真新聞社 015.2  

見る読書 榊原 英資／著 ベストセラーズ 019  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

シモーヌ・ヴェイユ アンソロジー  

シモーヌ・ヴェイユ／著 河出書房新社 135.9  

消したくても消せない嫉妬・劣等感を一瞬で消す方法  

大嶋 信頼／著 すばる舎 146.8  

凡人の怪談 不思議がひょんと現れて  工藤 美代子／著 中央公論新社 147 

不倫 中野 信子／著 文藝春秋 152.1  

神メンタル 「心が強い人」の人生は思い通り 星 渉／著 KADOKAWA 159  

変化できる人 人は誰でも、何歳でも変わることができる  

赤羽 雄二／著 ぴあ 159  

女性の「定年後」 何をして、何をしないか  香山 リカ／著 大和書房 159.6 

八幡さんの正体 八幡信仰と日本人 鍛代 敏雄／著 洋泉社 172  

なぜ今、仏教なのか 瞑想・マインドフルネス・悟りの科学  

ロバート・ライト／著 早川書房 180  

「定年後」はお寺が居場所 星野 哲／著 集英社 185  

天平の楽園東大寺 三好 和義／著 求龍堂 188.3  

新・学問のすすめ 脳を鍛える神学 1000 本ノック 佐藤 優／著 文藝春秋 191 

踏絵を踏んだキリシタン 安高 啓明／著 吉川弘文館 198.2  
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２００ 歴史・伝記・地理                                                

世界から消えた 50 の国 1840-1975 年  ビョルン・ベルゲ／著 原書房 209 

縄文の列島文化              岡村 道雄／著 山川出版社 212 

ペリーとともに 画家ハイネがみた幕末と日本人 ハイネ／原著 三一書房 215.8  

國體忍者となったタカス族とアヤタチ 周蔵手記が明かす「サンカ」の正体 

 落合 莞爾／著 成甲書房 216  

斗南藩 「朝敵」会津藩士たちの苦難と再起  

星 亮一／著 中央公論新社 216.1  

骨が語る兵士の最期 太平洋戦争・戦没者遺骨収集の真実  

楢崎 修一郎／著 筑摩書房 217.5  

近代日本の中国観 石橋湛山・内藤湖南から谷川道雄まで 

 岡本 隆司／著 講談社 222  

物語アラビアの歴史 知られざる 3000年の興亡  

蔀 勇造／著 中央公論新社 228  

テンプル騎士団 佐藤 賢一／著 集英社 230.4  

？だらけの日独近現代史 倉山 満／著 扶桑社 234  

池上彰の「天皇とは何ですか？」 池上 彰／著 PHP研究所 288.4  

ガンディーとチャーチル 上 アーサー・ハーマン／著 白水社 289.2  

鳥瞰図！ 本渡 章／著 140B 290.3  

世界遺産 100断面図鑑 中川 武／監修 宝島社 290.9  

新にっぽん奥地紀行 イザベラ・バードを鉄道でゆく  

芦原 伸／著 天夢人 291  

仙台発なるほど謎解き探訪記 長谷川 正人／著 本の泉社 291.23  

純喫茶とあまいもの 一度は訪れたい 30の名店  

難波 里奈／著 誠文堂新光社 291.3  

乙女の文学さんぽ 鎌倉・湘南編 東京書籍書籍編集部／編 東京書籍 291.37  

たのしいおいしい京都ごはんとおやつ  

甲斐 みのり／文 朝日新聞出版 291.62  

ゆったり流れる旅時間ラオスへ 中嶋 友希／著 イカロス出版 292.36  
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

とっておきのフィンランド 

      kukkameri／著 ダイヤモンド・ビッグ社 293.86  

吉野信的アフリカ 写真家が旅して感じた 17のストーリー  

吉野 信／著 天夢人 294  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

引き裂かれた大地 中東に生きる六人の物語  

スコット・アンダーソン／著 白水社 302.28  

ベルリン・都市・未来 武邑 光裕／著 太田出版 302.34  

日本の大問題 残酷な日本の未来を変える 22の方法  

荻上 チキ／著 ダイヤモンド社 304/ｵ 

九条の会 新しいネットワークの形成と蘇生する社会運動 

 飯田 洋子／著 花伝社 309  

保守と大東亜戦争 中島 岳志／著 集英社 311.21  

フェイクの時代に隠されていること 福山 哲郎／著 太田出版 312.1  

立ち上がる夜 <フランス左翼>探検記 村上 良太／著 社会評論社 312.35  

何が起きたのか？ ヒラリー・ロダム・クリントン／著 光文社 312.53  

小泉進次郎 日本の未来をつくる言葉  鈴木 款／著 扶桑社 312.8/ｺ 

前川喜平「官」を語る 前川 喜平／著 宝島社 317.2  

新世界秩序 21世紀の“帝国の攻防”と“世界統治”  

ジャック・アタリ／著 作品社 319  

ロシアと中国反米の戦略 廣瀬 陽子／著 筑摩書房 319.38  

「改憲」の論点 木村 草太／著 集英社 323.1  

認知症の親の介護に困らない「家族信託」の本   

資産凍結、その前にしておくべきお金の対策  杉谷 範子／著 大和出版 324.7  

アメリカの高校生が読んでいる経済の教科書  

小川 正人／著 フォレスト出版 331  

市場って何だろう 自立と依存の経済学 松井 彰彦／著 筑摩書房 331.8  

窒息死に向かう日本経済 浜 矩子／著 KADOKAWA 332.1  

ポピュリズムと経済 グローバリズム、格差、民主主義をめぐる世界的問題  

橘木 俊詔／著 ナカニシヤ出版 333 



10 

 

◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

地元の力を生かす「ご当地企業」 ビッグデータで読み解く 47都道府県 

 帝国データバンク／著 中央公論新社 335.2  

できる人の仕事の基本ワザ大全  

時間管理から人間関係、発想術まで 幸運社／編 三笠書房 336  

1分間で信頼される人の伝え方 評価が上がる 印象がよくなる 人を動かす 

 松本 幸夫／著 三笠書房 336.4  

誰も教えてくれない田舎暮らしの教科書  

清泉 亮／著 東洋経済新報社 365  

四谷コーポラス 日本初の民間分譲マンション 1956-2017  

志岐 祐一／編 四谷コーポラス建替え推進委員会 365.3  

世界で活躍する仕事 100 10代からの国際協力キャリアナビ   

三菱 UFJリサーチ&コンサルティング／編 東洋経済新報社 366.2  

身近な人を介護施設にあずけるお金がわかる本  

高室 成幸／監修 自由国民社 367.9  

塗りつぶされた町 ヴィクトリア期英国のスラムに生きる  

サラ・ワイズ／著 紀伊国屋書店 368.2  

筧千佐子 60回の告白 ルポ・連続青酸不審死事件  

安倍 龍太郎／著 朝日新聞出版 368.6  

「毒婦」和歌山カレー事件 20年目の真実  

田中 ひかる／著 ビジネス社 368.6  

入所施設だからこそ起きてしまった相模原障害者殺傷事件  

隣人を「排除せず」「差別せず」「共に生きる」ための当事者視点の改革  

河東田 博／著 現代書館 369.2  

紛争地の看護師 白川 優子／著 小学館 369.9  

見守る勇気 「世界一優秀な 18歳」をサビつかせない育て方  

柳沢 幸雄／著 洋泉社 370.4/ﾔ 

子どもに伝える行事食 アイデア、笑顔わくわくレシピ集  

食べもの文化編集部／編 芽ばえ社 376.1  

共働きだからできる中学受験必勝法！ 西村 則康／著 あさ出版 376.8  

子どもの発達に「あれ？」と思ったら読む本   

ママとパパへのエール 津田 望／著 幻冬舎メディアコンサルティング 378  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

ネットではわからないお墓問題の片づけ方  

主婦の友社／編 主婦の友社 385.6 

世界の美しい色の祭り 渡部 隆宏／著 エクスナレッジ 386.2  

古生物学者、妖怪を掘る 鵺の正体、鬼の真実  

荻野 慎諧／著 NHK出版 388.1  

図解アイヌ 角田 陽一／著 新紀元社 389.11  

玉砕の島ペリリュー 生還兵 34人の証言  

平塚 柾緒／著 PHPエディターズ・グループ 391.2  

日本人だけがなぜ自衛隊の実力に気がつかないのか？  

スティーブ A.タウン／著 宝島社 392.1  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

科学者と世界平和  アルバート・アインシュタイン／著 講談社 404/ｱ 

数学の歴史物語 古代エジプトから現代まで  

ジョニー・ボール／著 SBクリエイティブ 410.2  

実在とは何か マヨラナの失踪 ジョルジョ・アガンベン／著 講談社 429.1 

宇宙の「果て」になにがあるのか 最新天文学が描く、時間と空間の終わり 

 戸谷 友則／著 講談社 440  

ホーキング、最後に語る 多宇宙をめぐる博士のメッセージ 

 スティーヴン・W.ホーキング／著 早川書房 440.4/ﾎ 

海洋生命５億年史 サメ帝国の逆襲 土屋 健／著 文藝春秋 457.8  

世界史を大きく動かした植物  

稲垣 栄洋／著 PHPエディターズ・グループ 470  

野草と暮らす 365日 山下 智道／著 山と溪谷社 470.3  

植物たちの救世主  カルロス・マグダレナ／著 柏書房 470.4/ﾏ 

どうぶつのおちんちん学  浅利 昌男／監修 緑書房 481.3  

子どもと一緒に覚えたい毒生物の名前  

ふじのくに地球環境史ミュージアム／監修 マイルスタッフ 481.9  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

イカ４億年の生存戦略 ダナ・スターフ／著 エクスナレッジ 484.7  

ホタルの不思議な世界 サラ・ルイス／著 エクスナレッジ 486.6  

海について、あるいは巨大サメを追った一年 ニシオンデンザメに魅せられて  

モルテン・ストロークスネス／著 化学同人 487.5  

鳥の卵 小さなカプセルに秘められた大きな謎  

ティム・バークヘッド／著 白揚社 488.1  

世界で一番美しいペンギンの世界  

アレックス・ベルナスコーニ／著 エクスナレッジ 488.6  

鹿と日本人 野生との共生 1000 年の知恵   田中 淳夫／著 築地書館 489.8 

オランウータン 久世 濃子／著 東京大学出版会 489.9  

その症状、すぐ病院に行くべき？行く必要なし？  

総合診療医・山中先生がつくった家庭でできる診断マニュアル    

山中 克郎／著 CCCメディアハウス 490 

腸と脳 体内の会話はいかにあなたの気分や選択や健康を左右するか  

エムラン・メイヤー／著 紀伊國屋書店 491.34 

熟年期障害 男が更年期の後に襲われる問題 熊本 悦明／著 祥伝社 493.18 

大腿骨を折らない体づくり   

寝たきり介護生活になるか、いきいき老後を過ごすか、選ぶのはあなた！  

久野 譜也／監修 主婦の友社 493.18 

医師が発見した認知症バイバイ体操 浜崎 清利／著 東邦出版 493.75  

がん宣告「される前に！」「されたら！」まず読む本  

吉川 敏一／著 主婦と生活社 494.5  

大丈夫！何とかなります脊柱管狭窄症 あなたのその症状、もしかして？  

大堀 靖夫／監修 主婦の友社 494.66 

育毛のプロが教える髪が増える髪が太くなるすごい方法  

辻 敦哉／著 アスコム 494.8  

選べなかった命 出生前診断の誤診で生まれた子  

河合 香織／著 文藝春秋 495.6  

シニアのための口腔ケア 岡田 弥生／著 梨の木舎 497.9  

やせる呼吸 脳科学専門医が教えるマインドフルネス・ダイエット  

山下 あきこ／著 二見書房 498.3 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

自律神経を整える最高の食事術 小林 弘幸／著 宝島社 498.5  

調理保存食べ方で栄養を捨てない食材のトリセツ  

こうすれば『体にいい』コツ、集めました  落合 敏／監修 主婦の友社 498.52  

「食べる水」が体を変える 疲労・肥満・老いを遠ざける、最新の水分補給メソッド 

 ダナ・コーエン／著 講談社 498.58  

姿勢がいい子はぐんぐん伸びる！ 碓田 拓磨／著 ナツメ社 498.7  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

大阪万博が日本の都市を変えた 工業文明の功罪と「輝く森」の誕生 

 吉村 元男／著 ミネルヴァ書房 518.8  

日本の城 ワイド&パノラマ鳥瞰・復元イラスト  

香川 元太郎／イラスト 学研プラス 521.8  

Q&A雨仕舞のはなし 石川 廣三／著 彰国社 524.8  

日本懐かし団地大全 美しい昭和の「集合住宅」  

照井 啓太／著 辰巳出版 527.8  

自動運転「戦場」ルポ ウーバー、グーグル、日本勢-クルマの近未来 

 冷泉 彰彦／著 朝日新聞出版 537  

ロケットガールの誕生 コンピューターになった女性たち  

ナタリア・ホルト／著 地人書館 538.9  

音声に未来はあるか？ スマートスピーカー 家電 スマホ 

 河野 道成／著 日経 BP社 548.3  

日本のワインで奇跡を起こす  山梨のブドウ「甲州」が世界の頂点をつかむまで 

 三澤 茂計／著 ダイヤモンド社 588.5  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

「農業を株式会社化する」という無理 これからの農業論  

内田 樹／著 家の光協会 612.1  

タネはどうなる？！ 種子法廃止と種苗法運用で  

山田 正彦／著 サイゾー 615.2 
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◆◆◆６００ 産業・交通・通信（つづき）◆◆◆ 

これからはじめる狩猟入門 狩猟免許の取り方から、銃の入手、実際の猟まで 

 原田 祐介／監修 ナツメ社 659  

だから、また行きたくなる。  

伝説の外資系トップ営業が教える「選ばれるサービス」の本質   

川田 修／著 ダイヤモンド社 673  

金融破壊者たちの野望 佐藤 元則／著 東洋経済新報社 673.3  

雑談ベタでも次々と売れる「場持ち」トーク術  

柿野 隆／著 日本実業出版社 673.3  

おいしいものだけを売る 奇跡のスーパー「まるおか」の流儀 

 丸岡 守／著 商業界 673.8  

中央自動車道の不思議と謎 藤田 哲史／著 実業之日本社 685.7  

JR中央線沿線の不思議と謎 東京近郊編  

天野 宏司／監修 実業之日本社 686.21  

日航機１２３便墜落最後の証言 堀越 豊裕／著 平凡社 687.7  

世界一高価な切手の物語 なぜ 1セントの切手は 950万ドルになったのか 

 ジェームズ・バロン／著 東京創元社 693.8  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

顔に魅せられた人生 特殊メイクから現代アートへ  

辻 一弘／著 宝島社 702.8/ﾂ 

時の余白に 続 芥川 喜好／著 みすず書房 704/ｱ 

ジャコメッティ彫刻と絵画  

デイヴィッド・シルヴェスター／著 みすず書房 712.8/ｼ 

仏像と日本人 宗教と美の近現代  碧海 寿広／著 中央公論新社 718  

仏画の描き方 いちばんわかりやすい上達のポイント  

川端 貴侊／監修 メイツ出版 721.1  

絵封筒の描き方 絵てがみをもっと自由に楽しもう  

吉水 咲子／著 誠文堂新光社 724  

世界の文様カラフル切り絵   

長く愛される美しいモチーフとデザインを配色で楽しむ  

ゆまあひ maki／著 誠文堂新光社 726.9  
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 ◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

硯の中の地球を歩く 青柳 貴史／著 左右社 728.3  

なぜ上手い写真が撮れないのか スランプを突破する最善の方法 

 丹野 清志／著 玄光社 743  

神の島のうた 葛西 亜理沙／写真 講談社 748/ｶ 

クラシック天才たちの到達点 百田 尚樹／著 PHP研究所 760.8  

星野源 音楽の話をしよう 星野 源／著 朝日新聞出版 767.8  

五代目三遊亭圓楽特選飛切まくら集  五代目三遊亭圓楽／著 竹書房 779.1 

ブラックボランティア 本間 龍／著 KADOKAWA 780.6  

あたらしい草花あそび 相澤 悦子／著 山と溪谷社 781.9  

何かをやるのに遅いということは決してない。 自分を進化させる 53の方法  

白石 尚久／著 ダイヤモンド社 783.4  

荒木大輔のいた 1980年の甲子園 元永 知宏／著 集英社 783.7  

東大ゴルフ部が実践！ゴルフを科学する 井上 透／著 主婦の友社 783.8 

フィギュアスケート・ネクスト ２ 新書館 784.6  

スイミング・サイエンス 水泳を科学する  

G.ジョン・マレン／編 河出書房新社 785.2  

山登り 12 カ月 四角 友里／著 山と溪谷社 786.1  

楽しむ！極める！キャンプ完全ガイド 道具選びから火のおこし方まで  

木村 東吉／監修 西東社 786.3  

挑戦するフォトグラファー 30年の取材で見た自転車レース  

砂田 弓弦／著 未知谷 788.6  

茶席の和菓子帖 千 和加子／監修 世界文化社 791.7  

うつ病九段   プロ棋士が将棋を失くした一年間 先崎 学／著 文藝春秋 796  

高橋名人のゲーム 35年史 高橋名人／著 ポプラ社 798  

 

８００ 語学                                                        

くらべてわかるオノマトペ 小野 正弘／著 東洋館出版社 814  

心理学者が教える読ませる技術聞かせる技術  

心を動かす、わかりやすい表現のコツ 海保 博之／著 講談社 816  

ニューエクスプレスプラス中国語 喜多山 幸子／著 白水社 820  

日本の地理・歴史・文化を英語で表現する 伊東 卓也／著 ナツメ社 830  
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◆◆◆８００ 語学（つづき）◆◆◆ 

ビジネスマンの英語勉強法 三輪 裕範／著 筑摩書房 830.7  

場面別ディアロークで身につけるドイツ語単語 4000  

HJ クナウプ／著 ベレ出版 844  

スペイン語の世界 岡本 信照／著 慶應義塾大学出版会 860  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

毒死列島 身悶えしつつ 追悼石牟礼道子 石牟礼 道子／著 金曜日 910.2/ｲ

軍服を脱いだ鷗外 美留町 義雄／著 大修館書店 910.2/ﾓ 

江戸「仕事人」案内 時代小説がもっとわかる！  

岡村 直樹／著 天夢人 910.26  

竹下しづの女 理性と母性の俳人 1887-1951 坂本 宮尾／著 藤原書店 911.3/ﾀ 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

ブルーハワイ 青山 七恵／著 河出書房新社 913.6/ｱｵﾔ 

地に滾る あさの あつこ／著 祥伝社 913.6/ｱｻﾉ 

強くてニューサーガ １０ 阿部 正行／著 アルファポリス 913.6/ｱﾍ 

下町ロケット ３ 池井戸 潤／著 小学館 913.6/ｲｹｲ 

わたしが少女型ロボットだったころ 石川 宏千花／著 偕成社 913.6/ｲｼｶ 

未来職安 柞刈 湯葉／著 双葉社 913.6/ｲｽｶ 

骨を弔う 宇佐美 まこと／著 小学館 913.6/ｳｻﾐ 

琴乃木山荘の不思議事件簿 大倉 崇裕／著 山と溪谷社 913.6/ｵｵｸ 

赤い風 梶 よう子／著 文藝春秋 913.6/ｶｼ 

秘録島原の乱 加藤 廣／著 新潮社 913.6/ｶﾄｳ 

Re:Monster 暗黒大陸編 １ 金斬 児狐／著 アルファポリス 913.6/ｶﾈｷ 

天地に燦たり 川越 宗一／著 文藝春秋 913.6/ｶﾜｺ 

清らかな、世界の果てで 北里 紗月／著 講談社 913.6/ｷﾀｻ 

絵金、闇を塗る 木下 昌輝／著 集英社 913.6/ｷﾉｼ 

LABS 先端脳科学研究所へようこそ 機本 伸司／著 祥伝社 913.6/ｷﾓﾄ 

銀幕のメッセージ 鯨 統一郎／著 光文社 913.6/ｸｼﾗ 

うなぎばか 倉田 タカシ／著 早川書房 913.6/ｸﾗﾀ 

ある晴れた夏の朝 小手鞠 るい／著 偕成社 913.6/ｺﾃﾏ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

任侠浴場 今野 敏／著 中央公論新社 913.6/ｺﾝﾉ 

ISOROKU 異聞・真珠湾攻撃 柴田 哲孝／著 祥伝社 913.6/ｼﾊﾀ 

音叉 高見澤 俊彦／著 文藝春秋 913.6/ﾀｶﾐ 

ミダスの河 名探偵・浅見光彦 VS.天才・天地龍之介  

柄刀 一／著 祥伝社 913.6/ﾂｶﾄ 

沖縄オバァの小さな偽証 さえこ照ラス 友井 羊／著 光文社 913.6/ﾄﾓｲ 

能面検事 中山 七里／著 光文社 913.6/ﾅｶﾔ 

神に守られた島 中脇 初枝／著 講談社 913.6/ﾅｶﾜ 

十津川警部海の見える駅 愛ある伊予灘線  

西村 京太郎／著 小学館 913.6/ﾆｼﾑ 

むすびつき 畠中 恵／著 新潮社 913.6/ﾊﾀｹ 

水槽の中 畑野 智美／著 KADOKAWA 913.6/ﾊﾀﾉ 

恋はいつもなにげなく始まってなにげなく終わる。  

林 伸次／著 幻冬舎 913.6/ﾊﾔｼ 

彼女は頭が悪いから 姫野 カオルコ／著 文藝春秋 913.6/ﾋﾒﾉ 

堕天使たちの夜会 福田 和代／著 朝日新聞出版 913.6/ﾌｸﾀ 

この世界で君に逢いたい 藤岡 陽子／著 光文社 913.6/ﾌｼｵ 

彼女の恐喝 藤田 宜永／著 実業之日本社 913.6/ﾌｼﾀ 

ショコラティエ 藤野 恵美／著 光文社 913.6/ﾌｼﾉ 

友を待つ 本城 雅人／著 東京創元社 913.6/ﾎﾝｼ 

跡を消す 特殊清掃専門会社デッドモーニング  

前川 ほまれ／著 ポプラ社 913.6/ﾏｴｶ 

ギケイキ ２ 町田 康／著 河出書房新社 913.6/ﾏﾁﾀ 

君の話 三秋 縋／著 早川書房 913.6/ﾐｱｷ 

絶対解答可能な理不尽すぎる謎 未須本 有生／著 文藝春秋 913.6/ﾐｽﾓ 

死にたい、ですか 村上 しいこ／著 小学館 913.6/ﾑﾗｶ 

燃える波 村山 由佳／著 中央公論新社 913.6/ﾑﾗﾔ 

新・餓狼伝ノ４ 夢枕 獏／著 双葉社 913.6/ﾕﾒﾏ 

十三階の神(メシア) 吉川 英梨／著 双葉社 913.6/ﾖｼｶ 

南西の風やや強く 吉野 万理子／著 あすなろ書房 913.6/ﾖｼﾉ 

小説 BOC 10(2018年夏) 中央公論新社 913.6  



18 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

死を想う われらも終には仏なり 石牟礼 道子／著 平凡社 914.6/ｲｼﾑ 

須賀敦子エッセンス ２ 須賀 敦子／著 河出書房新社 914.6/ｽｶ 

日本の美徳 瀬戸内 寂聴／著 中央公論新社 914.6/ｾﾄｳ 

三谷幸喜のありふれた生活 １５ 三谷 幸喜／著 朝日新聞出版 914.6/ﾐﾀﾆ 

森籠もりの日々 森 博嗣／著 講談社 914.6/ﾓﾘ 

やさしさにつつまれる小さな物語  毎晩一話だけ読んで眠りたい… 

 「小さな親切」運動本部／編 河出書房新社 914.6  

線量計と奥の細道 ドリアン助川／著 幻戯書房 915.6/ﾄﾘｱ 

ふつうの非婚出産 シングルマザー、新しい「かぞく」を生きる 

 櫨畑 敦子／著 イースト・プレス 916/ﾊｼﾊ 

人殺しの息子と呼ばれて 張江 泰之／著 KADOKAWA 916/ﾊﾘｴ 

涙の向こうに花は咲く 小児がん余命宣告から 18年-今を生きる 

 吉野 やよい／著 世界文化社 916/ﾖｼﾉ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

レジェンダリー 魔鏡の聖少女 ステファニー・ガーバー／著 933/ｶ 

七人のイヴ ２ ニール・スティーヴンスン／著 早川書房 933/ｽ 

これは水です 思いやりのある生きかたについて大切な機会に少し考えてみたこと 

           デヴィッド・フォスター・ウォレス／著 田畑書店 934/ｳ 

ある世捨て人の物語 誰にも知られず森で 27年間暮らした男 

 マイケル・フィンケル／著 河出書房新社 934/ﾌ 

女になる方法 ロックンロールな 13歳のフェミニスト成長記 

 キャトリン・モラン／著 青土社 934/ﾓ 

黒の扉は秘密の印 第二の夢の書  

ケルスティン・ギア／著 東京創元社 943/ｷ 

ぼくの兄の場合 ウーヴェ・ティム／著 白水社 944/ﾃ 

世紀の小説『レ・ミゼラブル』の誕生  

デイヴィッド・ベロス／著 白水社 950.2/ﾕ 

それからの彼女 アンヌ・ヴィアゼムスキー／著 DU BOOKS 953/ｳ 
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Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

晴れ時々、食品サンプル ほしがり探偵ユリオ 2  

青柳 碧人／著 東京創元社 BN/ｱｵ 

別れ、のち晴れ 赤川 次郎／著 徳間書店 BN/ｱｶ 

天空の城 無茶の勘兵衛日月録 19   浅黄 斑／著 二見書房 BN/ｱｻ 

不死者(ぼく)と暗殺者(かのじょ)のデスゲーム製作活動  

麻宮 楓／著 KADOKAWA BN/ｱｻ 

大江戸人情花火 稲葉 稔／著 徳間書店 BN/ｲﾅ 

くらまし屋稼業 今村 翔吾／著 角川春樹事務所 BN/ｲﾏ 

アルビレオ・スクランブル 宇枝 聖／著 KADOKAWA BN/ｳｴ 

検断 聡四郎巡検譚 2 上田 秀人／著 光文社 BN/ｳｴ 

庶務行員多加賀主水が泣いている 江上 剛／著 祥伝社 BN/ｴｶ 

人形の影 長編小説 岡本 綺堂／著 光文社 BN/ｵｶ 

猿島館の殺人 長編推理小説 折原 一／著 光文社 BN/ｵﾘ 

ためらい始末 大江戸木戸番始末 8 喜安 幸夫／著 光文社 BN/ｷﾔ 

兄さんの味 小料理のどか屋人情帖 23 倉阪 鬼一郎／著 二見書房 BN/ｸﾗ 

夢の浮橋 風烈廻り与力・青柳剣一郎 42 小杉 健治／著 祥伝社 BN/ｺｽ 

鬼の嫁取り 一鬼夜行 10 小松 エメル／著 ポプラ社 BN/ｺﾏ 

臥龍 横浜みなとみらい署暴対係 今野 敏／著 徳間書店 BN/ｺﾝ 

椿落つ 新・酔いどれ小籐次 11  佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

激突 帳尻屋仕置 7 坂岡 真／著 双葉社 BN/ｻｶ 

ビコーズ 佐藤 正午／著 光文社 BN/ｻﾄ 

親子たい焼き 江戸菓子舗照月堂 3 篠 綾子／著 角川春樹事務所 BN/ｼﾉ 

チェンジ！ 柴田 よしき／著 角川春樹事務所 BN/ｼﾊ 

また、同じ夢を見ていた 住野 よる／著 双葉社 BN/ｽﾐ 

ウェイプスウィード ヨルの惑星 瀬尾 つかさ／著 早川書房 BN/ｾｵ 

インパール 高木 俊朗／著 文藝春秋 BN/ﾀｶ 

白き嶺の男 谷 甲州／著 山と溪谷社 BN/ﾀﾆ 

巡る桜 上絵師律の似面絵帖 4  知野 みさき／著 光文社 BN/ﾁﾉ 

脅迫者 警視庁追跡捜査係 8 堂場 瞬一／著 角川春樹事務所 BN/ﾄｳ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

鶴亀横丁の風来坊 鳥羽 亮／著 講談社 BN/ﾄﾊ 

秘剣の名医 吉原裏典医沢村伊織 永井 義男／著 コスミック出版 BN/ﾅｶ 

ふたたびの虹 日本橋牡丹堂菓子ばなし 3  中島 久枝／著 光文社 BN/ﾅｶ 

空舟 北町奉行所捕物控 3 長谷川 卓／著 祥伝社 BN/ﾊｾ 

マイストーリー 私の物語 林 真理子／著 朝日新聞出版 BN/ﾊﾔ 

猫の姫、狩りをする 妖怪の子預かります 6 嶋 玲子／著 東京創元社 BN/ﾋﾛ 

本丸目付部屋 権威に媚びぬ十人 藤木 桂／著 二見書房 BN/ﾌｼ 

未来のミライ 細田 守／著 KADOKAWA BN/ﾎｿ 

影の車 推理小説集 松本 清張／著 光文社 BN/ﾏﾂ 

一華後宮料理帖 第 7品 三川 みり／著 KADOKAWA BN/ﾐｶ 

グレースの履歴 源 孝志／著 河出書房新社 BN/ﾐﾅ 

狙撃者 南 英男／著 コスミック出版 BN/ﾐﾅ 

サイレント・ブレス 看取りのカルテ 南 杏子／著 幻冬舎 BN/ﾐﾅ 

きらきら眼鏡 森沢 明夫／著 双葉社 BN/ﾓﾘ 

森のシェフぶたぶた 矢崎 存美／著 光文社 BN/ﾔｻ 

死處 戦国武士道物語 山本 周五郎／著 講談社 BN/ﾔﾏ 

悪人 吉田 修一／著 朝日新聞出版 BN/ﾖｼ 

デラシネの真実 警視庁特別取締官 3 六道 慧／著 朝日新聞出版 BN/ﾘｸ 

僕専属の JK魔女と勝ち取る大逆転(ゲームチェンジ)  

六升 六郎太／著 ホビージャパン BN/ﾛｸ 

星の文学館 銀河も彗星も 和田 博文／編 筑摩書房 BN  

ワインズバーグ、オハイオ シャーウッド・アンダーソン／著 新潮社 B/ｱﾝ 

怪談 ラフカディオ・ハーン／著 光文社 B/ﾊﾝ 

失われた時を求めて 6 プルースト／著 光文社 B/ﾌﾙ 

クリミナル・タウン サム・マンソン／著 早川書房 B/ﾏﾝ 

極夜の警官 ラグナル・ヨナソン／著 小学館 B/ﾖﾅ 

あなたを愛してから デニス・ルヘイン／著 早川書房 B/ﾙﾍ 

第七の太陽 上・下 ケント・レスター／著 扶桑社 B/ﾚｽ 

世界推理短編傑作集 1 エドガー・アラン・ポオ／ほか著 東京創元社 B  
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

グーン地獄 宇宙英雄ローダン・シリーズ 572         

          H.G.フランシス／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

炎の管理者 宇宙英雄ローダン・シリーズ 573  

H.G.エーヴェルス／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

モーセの災い 上・下 ジェームズ・ロリンズ／著 竹書房 B/ﾛﾘ 

 

Ｔ 暮らし                                                

大人がきれいに見えるメイク 岡野 瑞恵／著 光文社 T0  

届け出だけでもらえるお金 大図解 井戸 美枝／著 プレジデント社 T0  

トヨタ式家事シェア 「一人だけイライラ」がなくなる  

香村 薫／著 主婦の友社 T0  

1mの布地で作ろう！こどもの服&こもの ブティック社 T11  

かぎ針あみのエコたわしコレクション 120 日本ヴォーグ社 T13  

パイナップルレース編みの小さなドイリー  

永遠の定番パイナップルレースのさまざまな表情を愉しむ  

日本文芸社／編 日本文芸社 T14  

懐かしさに心和む！ワンポイントの和柄刺しゅう 350 アップルミンツ T15  

かたちがステキな大人の帽子 ブティック社 T19  

本物そっくり！ミニチュアフードの世界 ブティック社 T19  

イヌがおしえるイヌの本音 飼い主さんに伝えたい 130のこと  

井原 亮／監修 朝日新聞出版 T3  

ひとりごはんの愉しみと工夫 有元 葉子／著 東京書籍 T41  

今すぐ食べたい！すごい缶詰 150 イカロス出版 T41  

ブッダボウルの本 前田 まり子／著 百万年書房 T41  

おべんとうの時間 4 阿部 了／写真 木楽舎 T42  

ドイツ菓子図鑑 お菓子の由来と作り方 森本 智子／著 誠文堂新光社 T46  

抹茶 BOOK いにしえの香り、新しい味わい。 主婦の友社／編 主婦の友社 T47  

いちばんくわしい魚のおろし方と料理 島津 修／著 成美堂出版 T48  

30分で 3品完成！作りおき糖質オフおかず 210 牛尾 理恵／著 西東社 T49  

片づけベタでもできるやさしい収納 いつでも「きれいな部屋」になる  

まどなお／著 大和書房 T5  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

部屋で楽しむ小さな苔の森 テラリウムで元気に育つ！  

石河 英作／著 家の光協会 T6  

おんぶで整うこころとからだ 松園 亜矢／著 駒草出版 T8  

戦略子育て 楽しく未来を生き抜く「3つの力」の伸ばし方  

三谷 宏治／著 東洋経済新報社 T9  

 

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

会津藩は朝敵にあらず 松平容保の明治維新  

星 亮一／著 イースト・プレス SB5.25  

図解地方公営企業法 細谷 芳郎／著 第一法規 SM6  

インバウンドの消費促進と地域経済活性化 育て、磨き、輝かせる  

日本交通公社／編著 ぎょうせい SM8  

いじめ防止対策推進法全条文と解説 坂田 仰／編 学事出版 SU5  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

新聞集成昭和編年史 昭和 40年版 1  

明治大正昭和新聞研究会／編集制作 新聞資料出版 R217  

英語で案内する日本の伝統・大衆文化辞典  森口 稔／編著 三省堂 361.61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 『銀座ウエストのひみつ』 

木村 衣有子／著 京阪神エルマガジン社 2014年 

『銀座ウエストのひみつ』は、一読して、もう一度はじめから 

ゆっくり読んでみよう、と再読した本です。 

二代目社長依田龍一氏はインタビューのなかで、（「簡単」「単純」 

 な意味を含む）「シンプル」っていうのは、実はむずかしいことだと 

言っています。また、「信頼」、「信用」を得ることや、「真摯」といっ 

た社是の姿勢を継続していくことのむずかしさも語られていきます。 

あらためて読み進めるうちに、そうか、「シンプル」っていうのは、

「不断の努力」ということなのか、と自分の仕事に置き換えた言葉が 

思い浮かび、腑に落ちました。 

ウエストは、南平に日野工場があります。職人たち手作りの 

「ドライケーキ」を片手に、折に触れてゆっくりとこの本を開く 

ことでしょう。（Ｕ）  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

9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 
12日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

27日（木） 10：30～ ― ― 

高幡図書館 
5日（水） 

15：00～ 15：30～ 16：00～ 
19日（水） 

日野図書館 19日（水） ― ― 16：00～ 

多摩平図書館 
13日（木） 10：30～ ― ― 

26日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

平山図書館 20日（木） 10：30～ ― ― 

百草図書館 28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 9 月 10 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 

6 日 

 

20 日 
   

4 日 

 

18 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 

7 日 

 

21 日 

5 日 

 

19 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） 

12 日 

26 日 

10 日 

24 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

13 日   

 

27 日 

11 日   

 

25 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 

14 日 

 

28 日 

12 日 

 

26 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 9月・10月巡回日程 


