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日野市立図書館 館報 

２０１８年 10月 №230 

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〉 

 

１０月８日（月）祝日は開館します！ 

（市政図書室を除く） 

10月の休館日 

中央・高幡・日野 

多摩平・平山・百草（月曜日） 

1日 15日 22日 29日  

 

 

 

 

 

市政図書室（日曜日・祝日） 7日 8日 14日 21日 28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  「ひまわり号巡回報告」 

旭が丘地区センターへの巡回をはじめました！ 

P.3  手をつなごう こどもまつり 

P.4  科学でひもとく 読書の世界 

柳田理科雄さん講演会 

P.5  図書館に入った新しい本 

P.23 図書館員の本箱 

   10月のおはなし会 

P.24 移動図書館ひまわり号巡回日 
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～「ひまわり号」巡回報告～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旭が丘地区センターへの

巡回を始めました！ 

今年 4 月より、移動図書館ひまわり号が、旭が丘

地区センターへの巡回をスタート！“本の貸出”はも

ちろん、毎回、地区センター集会室を使って地域の方

による子どもたちへの“絵本の読み聞かせ”も行って

います。これまでにない新たな活動です。 

ぜひ、お立ち寄りください。 

曜日 毎月 第２・４水曜日 

時間 １０：００～１２：００ 

東京光の家さんに

よるカフェも開店

しています 
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  ～2018～ 

手をつなごう こどもまつり 
  

楽しい催しものがたくさん 

今年もひまわり号が参加します！！ 

本の貸出だけでなく、いろいろな工作もあります！ 

遊びに来てくださいね 

日時：１０月１４日（日） 

午前１０時～午後２時３０分 

場所：日野中央公園・市民プラザ（日野市役所前） 

《雨天の場合》第七小学校体育館で行いますが、 

ひまわり号は参加しません。 

問合せ：①おまつりについては 

            子ども部子育て課（直通） 

（℡）042-514-8579 

           ②ひまわり号については 

            中央図書館（℡）042-586-0584 

首都大学東京の学生さんが製作した

本棚に児童書を中心に約１５０冊の

本を常時置いています！ 
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『ジュニア空想科学読本①』 

           KADOKAWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学生以外の方で参加を希望される方は… 

事前申し込みが必要です。 

■ 定員： 30名 ＊手話通訳あり 

■ 費用： 無料 

■ 申込期間： 10月 3日（水）10時から 10月 19日（金）17時まで 

■ 申込方法： ①中央図書館まで電話 ②市内各図書館窓口 

※申込多数の場合は、市内在住・青少年優先の上抽選を行います。 

■ お問い合わせ： 日野市立中央図書館（042-586-0584） 

平成 30年度日野市立図書館子ども読書活動推進事業 

午後 1：30開演  （午後 1：00開場） 

会場：多摩平の森ふれあい館 3階 

                          集会室 6 

ＪＲ豊田駅北口から徒歩 9分 

（有料駐車場はありますが、できるだけ公共交通機関をご利用ください） 

『空想科学読本』で子どもたちに大人気の柳田理科雄さんをお招きして、 

中学生を対象に本の世界や読書の楽しさを語っていただきます。 

この講演会は、市内各中学校代表の生徒 26名が、企画・運営を行っています。

当日も、司会や発表など同世代に向けて読書の楽しさを発信します。 

中学生は申込不要です！ 

             直接会場までお越しください。 

中学生の！中学生による！中学生のための！！講演会 
 

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784046313256
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 図書館に入った 新 し い 本 
7月 27日から 8月 30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                                       

学びを結果に変えるアウトプット大全  

樺沢 紫苑／著 サンクチュアリ出版 007  

周作人読書雑記 ４ 周 作人／著 平凡社 019  

もういちど、本屋へようこそ 田口 幹人／編著 PHP研究所 023.91  

るるぶにっぽんの博物館 JTBパブリッシング 069  

「？の新聞」と「煽るテレビ」 和田 政宗／著 育鵬社 070.21  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

わたしは不思議の環 ダグラス・ホフスタッター／著 白揚社 104/ﾎ 

維新と敗戦 学びなおし近代日本思想史 先崎 彰容／著 晶文社 121.9  

自己肯定感がドーンと下がったとき読む本  

日米５千人を変えた大人気心理セラピー35 古宮 昇／著 すばる舎 146.8 

50歳の衝撃 はたらく僕らの生き方が問われるとき  

山本 直人／著 日経 BP社 159 

65歳何もしない勇気 樋口 裕一／著 幻冬舎 159  

しししのはなし 宗教学者がこたえる死にまつわる<44+1>の質問 

 正木 晃／著 CCCメディアハウス 160.4/ﾏ 

オウム真理教事件とは何だったのか？ 麻原彰晃の正体と封印された闇社会 

 一橋 文哉／著 PHP研究所 169.1  

初期仏教 ブッダの思想をたどる 馬場 紀寿／著 岩波書店 181  
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◆◆◆１００ 哲学・心理学・宗教（つづき）◆◆◆ 

「安心」を得る 怒り、焦り、妬み…負の感情から脱け出す禅の処方箋 

 平井 正修／著 徳間書店 188.8  

異端の時代 正統のかたちを求めて 森本 あんり／著 岩波書店 190.4/ﾓ 

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

日本人として知っておきたい世界史の教訓 中西 輝政／著 育鵬社 204/ﾅ 

日本史の論点 邪馬台国から象徴天皇制まで  

中公新書編集部／編 中央公論新社 210.4  

戦国時代の表と裏 渡邊 大門／著 東京堂出版 214.7  

信長公記 戦国覇者の一級史料 和田 裕弘／著 中央公論新社 214.8  

教科書には書かれていない江戸時代 山本 博文／著 東京書籍 215  

江戸東京の明治維新 横山 百合子／著 岩波書店 216.1  

朝、目覚めると、戦争が始まっていました 方丈社編集部／編 方丈社 217  

パール・ハーバー 上・下 恥辱から超大国へ  

クレイグ・ネルソン／著 白水社 217.5  

本土空襲全記録 NHKスペシャル取材班／著 KADOKAWA 217.5  

300枚のユニークな広告が語るこんなに明るかった朝鮮支配 

日本が統治した戦前の朝鮮は消費が拡大、広告があふれていた 

 但馬 オサム／著 ビジネス社 221  

教養の中国史 津田 資久／編著 ミネルヴァ書房 222  

魔女・怪物・天変地異 近代的精神はどこから生まれたか  

黒川 正剛／著 筑摩書房 230.4  

エドガルド・モルターラ誘拐事件 少年の数奇な運命とイタリア統一 

 デヴィッド・I.カーツァー／著 早川書房 237  

100年人生の生き方死に方 百寿者からの伝言  

久恒 啓一／著 さくら舎 281  

北条氏五代と小田原城 山口 博／著 吉川弘文館 281/ﾎ 
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

上皇の日本史 本郷 和人／著 中央公論新社 288.4  

最後の馬賊 「帝国」の将軍・李守信 楊 海英／著 講談社 289.8/ﾘ 

全国 2954峠を歩く 中川 健一／著 内外出版社 291  

旅する美 白洲 信哉／著 目の眼 291  

ツバキ文具店の鎌倉案内 ツバキ文具店／編 幻冬舎 291.37  

どこにでも神様 知られざる出雲世界をあるく 野村 進／著 新潮社 291.73  

田園のイングランド 歴史と文学でめぐる四八景  

宇野 毅／編著 彩流社 293.33  

プラハ発チェコ鉄道旅行 列車に揺られプラハから先のチェコへ 

 イカロス出版 293.4  

イタリア世界遺産と歴史の旅 武村 陽子／著 彩図社 293.7  

緑あふれる自由都市ポートランドへ 百木 俊乃／著 イカロス出版 295.3  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

富山は日本のスウェーデン 変革する保守王国の謎を解く  

井手 英策／著 集英社 302.1  

アジアの覇者は誰か 習近平か、いやトランプと安倍だ！  

2019年中国の真実 宮崎 正弘／著 ワック 302.22  

スピリチュアル国家アメリカ 「見えざるもの」に依存する超大国の行方 

 稲垣 伸一／著 河出書房新社 302.53  

トリニダード・トバゴ カリブの多文化社会 鈴木 美香／著 論創社 302.59  

マスコミ偽善者列伝 建て前を言いつのる人々  

加地 伸行／著 飛鳥新社 304/ｶ 

日本衆愚社会 呉 智英／著 小学館 304/ｸ 

絶望する勇気 グローバル資本主義・原理主義・ポピュリズム 

 スラヴォイ・ジジェク／著 青土社 304/ｼ 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆  

狂い咲け、フリーダム アナキズム・アンソロジー  

栗原 康／編 筑摩書房 309.7  

安倍晋三の真実 谷口 智彦／著 悟空出版 312.1  

王室と不敬罪 プミポン国王とタイの混迷  岩佐 淳士／著 文藝春秋 312.23 

アフター・ヨーロッパ ポピュリズムという妖怪にどう向きあうか 

 イワン・クラステフ／著 岩波書店 312.3 

スノーデン監視大国日本を語る エドワード・スノーデン／著 集英社 316.1  

高校チュータイ外交官のイチからわかる！国際情勢  

島根 玲子／著 扶桑社 319 

裏口からの参戦 上・下 ルーズベルト外交の正体 1933-1941 

 チャールズ・カラン・タンシル／著 草思社 319.53  

トランプ ロシアゲートの虚実 小川 聡／著 文藝春秋 319.53  

戦争・核に抗った忘れえぬ人たち 岩垂 弘／著 同時代社 319.8  

虚偽自白を読み解く 浜田 寿美男／著 岩波書店 327.6  

日本型資本主義 その精神の源 寺西 重郎／著 中央公論新社 332.1  

the four GAFA 四騎士が創り変えた世界  

スコット・ギャロウェイ／著 東洋経済新報社 335.2  

朝イチのメールが残業を増やす 菅原 洋平／著 日本経済新聞出版社 336.2  

捨てる。 引き算する勇気 やました ひでこ／著 幻冬舎 336.5  

「混血」と「日本人」 ハーフ・ダブル・ミックスの社会史  

下地 ローレンス吉孝／著 青土社 361.4  

女子のための「手に職」図鑑 一生困らない 華井 由利奈／著 光文社 366.2  

チェンジの扉 児童労働に向き合って気づいたこと ACE／著 集英社 366.3  

日本労働組合論事始 忘れられた「資料」を発掘・検証する 

 小松 隆二／著 論創社 366.6  

<女子力>革命 人生 100年時代を生きぬくために  

萱野 稔人／編 東京書籍 367.2  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

女たちの精神史 明治から昭和の時代 伊藤 由希子／著 春秋社 367.21  

私、ひとりで死ねますか 支える契約家族 松島 如戒／著 日本法令 367.9  

東北の保育者たちに学び、備える 巨大地震が来る前にできること 

 野津 牧／編著 ひとなる書房 369.3  

「ファミサポ」の安全を考える 八尾市乳児死亡事故を教訓に 

 平沼 博将／編著 クリエイツかもがわ 369.4  

学校に行きたくない君へ 大先輩たちが語る生き方のヒント。 

 全国不登校新聞社／編 ポプラ社 371.4  

いま大学で勉強するということ 「良く生きる」ための学びとは 

 佐藤 優／著 岩波書店 377.2  

工学部ヒラノ教授の研究所わたりある記 今野 浩／著 青土社 377.21  

わかる！できる！新・おやこ手話じてん  

全国早期支援研究協議会／編 東邦出版 378.2  

消えゆくアジアの水上居住文化 畔柳 昭雄／編著 鹿島出版会 383.9  

こんな樹木葬で眠りたい 自分も家族も幸せになれるお墓を 

求めて 上田 裕文／著 旬報社 385.6  

アフリカのことわざ アフリカのことわざ研究会／編 東邦出版 388.84  

植物と叡智の守り人  

ネイティブアメリカンの植物学者が語る科学・癒し・伝承  

ロビン・ウォール・キマラー／著 築地書館 389.53  

つらい真実 虚構の特攻隊神話 小沢 郁郎／著 同成社 391.2  

太平洋戦争日本語諜報戦 言語官の活躍と試練  

武田 珂代子／著 筑摩書房 391.6  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

図解身近な科学 信じられない本当の話 涌井 貞美／著 KADOKAWA 400  

予測不可能性、あるいは計算の魔 あるいは、時の形象をめぐる瞑想 

 イーヴァル・エクランド／著 みすず書房 410.4/ｴ 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

数学パズル大図鑑 １・２ 名問・難問を解いて楽しむパズルの思考と歴史 

 イワン・モスコビッチ／著 化学同人 410.7  

算数少女ミカ 割合なんて,こわくない！ 石原 清貴／著 日本評論社 411.1  

今日から使える微分方程式 例題で身につく理系の必須テクニック 

 飽本 一裕／著 講談社 413.6  

なっとくする物理数学 都筑 卓司／著 講談社 421.4  

ビジュアル大百科元素と周期表 トム・ジャクソン／著 化学同人 431.1  

積乱雲 都市型豪雨はなぜ発生する？ 小林 文明／著 成山堂書店 451.5  

太平洋その深層で起こっていること 蒲生 俊敬／著 講談社 452.2  

フォッサマグナ 日本列島を分断する巨大地溝の正体  

藤岡 換太郎／著 講談社 455.1  

世界でいちばん素敵な鉱物の教室 宮脇 律郎／監修 三才ブックス 459  

40億年、いのちの旅 伊藤 明夫／著 岩波書店 460  

生物多様性の謎に迫る  

「種分化」から探る新しい種の誕生のしくみ 寺井 洋平／著 化学同人 468 

Jewels in the night sea 神秘のプランクトン  

峯水 亮／写真・著 日経ナショナルジオグラフィック社 468.6  

子どもと木であそぶ 樹木医が教える「木あそび」ガイド  

岩谷 美苗／著 東京書籍 470.7  

写真に残された絶滅動物たち最後の記録  

エロル・フラー／著 エクスナレッジ 480  

へんないきものもよう 早川 いくを／著 ベストセラーズ 481.1  

おとなのための動物行動学入門 今福 道夫／著 昭和堂 481.7  

図鑑日本の鳴く虫 コオロギ類キリギリス類捕り方から飼い方まで 

 奥山 風太郎／著 エムピージェー 486.4  

かぴばら 岩合 光昭／著 クレヴィス 489.4  

 

 

 

 



11 

 

◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

11人の看護師が伝える、おだやかに逝くヒント  

村松 静子／監修 主婦の友社 490.1  

医療現場の行動経済学 すれ違う医者と患者  

大竹 文雄／編著 東洋経済新報社 490.14  

AI時代に「頭がいい」とはどういうことか  米山 公啓／著 青春出版社 491.37  

アルコール依存症から抜け出す本 イラスト版  

樋口 進／監修 講談社 493.15  

創造の星 天才の人類史 渡辺 哲夫／著 講談社 493.71  

私たちは生きづらさを抱えている 発達障害じゃない人に伝えたい当事者の本音 

 姫野 桂／著 イースト・プレス 493.76  

緑内障の最新治療 これで失明は防げる  

平松 類／著 時事通信出版局 496.36 

難聴・耳鳴り・めまいの治し方 イラスト版 小川 郁／監修 講談社 496.6  

カタい体が若返る！やわらかストレッチ 小林 邦之／著 新星出版社 498.3  

勝間式食事ハック 勝間 和代／著 宝島社 498.5  

子どもの免疫力を高める方法 藤田 紘一郎／著 ロングセラーズ 498.7  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

東京の巨大地下網 101の謎 巨大地下空間、隠された地下網、その秘密を追う！ 

 森岡 知範／ほか著 宝島社 510  

明治神宮の建築 日本近代を象徴する空間 藤岡 洋保／著 鹿島出版会 521.8  

ヤバいビル 1960-70年代の街場の愛すべき建物たち  

三浦 展／文・写真 朝日新聞出版 526.6  

ドローンの哲学 遠隔テクノロジーと<無人化>する戦争  

グレゴワール・シャマユー／著 明石書店 538.6 
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◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 

捜す人 津波と原発事故に襲われた浜辺で 廣瀬 正樹／著 文藝春秋 543.4  

VRは脳をどう変えるか？ 仮想現実の心理学  

ジェレミー・ベイレンソン／著 文藝春秋 548  

人工知能はなぜ椅子に座れないのか 情報化社会における「知」と「生命」 

 松田 雄馬／著 新潮社 548.1  

必要な情報を手に入れるプロのコツ 喜多 あおい／著 祥伝社 548.3  

キャンドル教本 プロを目指す人のための応用デザインと制作技法 

 マエダ サチコ／著 誠文堂新光社 576.4  

歴史の中のワイン 山本 博／著 文藝春秋 588.5  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

廃校再生ストーリーズ 美術出版社 601.1  

くまモンの成功法則 愛され、稼ぎ続ける秘密  

チームくまモン／著 幻冬舎 601.19  

ザ☆単位のマンガ メートルくんたちが教える単位の話  

うえたに夫婦／著 大和書房 609 

amazon 世界最先端の戦略がわかる 成毛 眞／著 ダイヤモンド社 673.3  

ザッソー・ベンチャー移動スーパーとくし丸のキセキ  

住友 達也／著 西日本出版社 673.8  

喫茶店の椅子とテーブル 村田商會がつないだこと  

村田 龍一／著 実業之日本社 673.9  

<買わせる>の心理学 消費者の心を動かすデザインの技法 61 

 中村 和正／著 エムディエヌコーポレーション 675  

たのしい路線図 路線図をただ眺めて「いいねぇ」って言いたい！ 

 井上 マサキ／著 グラフィック社 686.21  

半分、青い。 Part2 連続テレビ小説 北川 悦吏子／作 NHK出版 699.9  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

はじめての日本美術史 山本 陽子／著 山川出版社 702.1  

世界遺産を問い直す 吉田 正人／著 山と溪谷社 709  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

まるわかり「仏像図鑑」 お寺めぐりがもっと楽しくなる！  

エディキューブ／編 双葉社 718  

図説名画の誕生 ルネサンス絵画入門 仲川 与志／著 秀和システム 723  

藤田嗣治戦時下に書く 新聞・雑誌寄稿集 1935ー1956年  

藤田 嗣治／著 ミネルヴァ書房 723.8/ﾌ 

水彩の描き方 これはどう描くの？ 絵の魅力を引き出す 17のノート 

 コヤマ 大輔／著 グラフィック社 724.4  

完全解析！石ノ森章太郎 生誕 80周年記念読本  

石森プロ／監修 宝島社 726.1  

絵本のこと話そうか 対談集 松田 素子／編 KTC中央出版 726.5  

写真家中井精也とたんぽぽ川村エミコのカメラって楽しいね！ 

    カメラワザとセンスワザでみるみる上達 中井 精也／著 インプレス 743 

夜の絶景写真 星空風景編 インプレス 743.5  

音楽は愛 湯川 れい子／著 中央公論新社 764.7  

クレイジー音楽大全 クレイジーキャッツ・サウンド・クロニクル 

          佐藤 利明／著 シンコーミュージック・エンタテイメント 767.8  

魅せる自分のつくりかた <演劇的教養>のすすめ  

安田 雅弘／著 講談社 770.4/ﾔ 

鴻上尚史の俳優入門 鴻上 尚史／著 講談社 771.7  

シネマの神は細部に宿る 押井 守／著 東京ニュース通信社 778  

人生を変えるアニメ 河出書房新社／編 河出書房新社 778.7  

女性アスリートの教科書 部活女子からトップ選手まで  

須永 美歌子／著 主婦の友社 780.1  

40代からのシックスパック 岡田 隆／著 飛鳥新社 780.7  

黙ってられるか 川淵 三郎／著 新潮社 783.4  

阪神園芸甲子園の神整備 金沢 健児／著 毎日新聞出版 783.7  
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

 “日本泳法”のススメ 伝承文化としての”オヨギ”が伝えるもの 

 中森 一郎／著 BABジャパン 785.2  

秒速！山ごはん 萩原編集長の山塾 萩原 浩司／著 山と溪谷社 786.1  

柔術(やわら)の動き方「肩の力」を抜く！ 相手に作用する！反応されない！ 

 広沢 成山／著 BABジャパン 789.2  

そろそろ本当の忍者の話をしよう 最新版ビジュアル忍者ガイドブック 

 佐藤 強志／著 ギャンビット 789.8  

いけばな 花の話を聞くとき 熊野 寿哉／著 IBCパブリッシング 793.6  

並べるだけで強くなる！囲碁・プロが薦める名局選  

片岡 聡／著 マイナビ出版 795 

さばく！振り飛車教室 久保 利明／著 浅川書房 796  

はじめてでもよくわかる麻雀入門 これが東大式！  

井出 洋介／著 主婦の友社 797.5  

eスポーツ論 ゲームが体育競技になる日 筧 誠一郎／著 ゴマブックス 798  

 

８００ 語学                                                        

見たまま書くだけ！宣伝・貼り紙・注意書き 6 カ国語文例集 

 看板・掲示板研究会／編 新星出版社 801.6  

ちょっと待った！その言葉 安井 二美子／著 花伝社 801  

ことばでたどる日本の歴史 今野 真二／著 河出書房新社 810.2  

日本語を教えよう！ 2019  

日本で、そして海外で、世界中の人に イカロス出版 810.7  

精講漢文 前野 直彬／著 筑摩書房 820  

英語の多動力 世界でビジネスするホリエモンの英語術  

堀江 貴文／著 DHC 830.7  

ハートで感じる英文法 大西 泰斗／著 NHK出版 835  
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９００～９１９ 文学一般・日本の文学                                                                        

水の匂いがするようだ 井伏鱒二のほうへ 野崎 歓／著 集英社 910.2/ｲ 

愛×数学×短歌 横山 明日希／編著 河出書房新社 911.1  

影の日本史にせまる 西行から芭蕉へ 嵐山 光三郎／著 平凡社 911.1  

夏井いつきの世界一わかりやすい俳句の授業  

夏井 いつき／著 PHP研究所 911.3  

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

ガラスの殺意 秋吉 理香子／著 双葉社 913.6/ｱｷﾖ 

骸の鍵 麻見 和史／著 双葉社 913.6/ｱｻﾐ 

潜在殺 渥美 饒児／著 河出書房新社 913.6/ｱﾂﾐ 

冷たい檻 伊岡 瞬／著 中央公論新社 913.6/ｲｵｶ 

日傘を差す女 伊集院 静／著 文藝春秋 913.6/ｲｼﾕ 

ざんねんなスパイ 一條 次郎／著 新潮社 913.6/ｲﾁｼ 

政宗の遺言 岩井 三四二／著 エイチアンドアイ 913.6/ｲﾜｲ 

暁の風 水戸藩天狗党始末記 宇田川 敬介／著 振学出版 913.6/ｳﾀｶ 

すぐ死ぬんだから 内館 牧子／著 講談社 913.6/ｳﾁﾀ 

赤い靴 大山 淳子／著 ポプラ社 913.6/ｵｵﾔ 

ある日失わずにすむもの twelve antiwar stories  

乙川 優三郎／著 徳間書店 913.6/ｵﾄｶ 

夜の側に立つ 小野寺 史宜／著 新潮社 913.6/ｵﾉﾃ 

ただし、無音に限り 織守 きょうや／著 東京創元社 913.6/ｵﾘｶ 

パズラクション 霞 流一／著 原書房 913.6/ｶｽﾐ 

天使たちの課外活動 ６ 茅田 砂胡／著 中央公論新社 913.6/ｶﾔﾀ 

母のあしおと 神田 茜／著 集英社 913.6/ｶﾝﾀ 

青少年のための小説入門 久保寺 健彦／著 集英社 913.6/ｸﾎﾃ 

名もなき王国 倉数 茂／著 ポプラ社 913.6/ｸﾗｶ 

誘拐の免罪符 浜中刑事の奔走 小島 正樹／著 南雲堂 913.6/ｺｼﾏ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

ある晴れた夏の朝 小手鞠 るい／著 偕成社 913.6/ｺﾃﾏ 

歪んだ波紋 塩田 武士／著 講談社 913.6/ｼｵﾀ 

南の国のカンヤダ 鈴木 敏夫／著 小学館 913.6/ｽｽｷ 

徳川慶喜公への斬奸状 須田 狗一／著 光文社 913.6/ｽﾀ 

翼竜館の宝石商人 高野 史緒／著 講談社 913.6/ﾀｶﾉ 

今夜はひとりぼっちかい？ 日本文学盛衰史 戦後文学篇  

高橋 源一郎／著 講談社 913.6/ﾀｶﾊ 

オブジェクタム 高山 羽根子／著 朝日新聞出版 913.6/ﾀｶﾔ 

あのとき僕が泣いたのは、悲しかったからじゃない  

瀧森 古都／著 誠文堂新光社 913.6/ﾀｷﾓ 

私が誰かわかりますか 谷川 直子／著 朝日新聞出版 913.6/ﾀﾆｶ 

深夜の博覧会 昭和 12年の探偵小説 辻 真先／著 東京創元社 913.6/ﾂｼ 

洗濯(クリーニング)屋三十次郎 野中 ともそ／著 光文社 913.6/ﾉﾅｶ 

始まりの家 蓮見 恭子／著 講談社 913.6/ﾊｽﾐ 

凍てつく太陽 葉真中 顕／著 幻冬舎 913.6/ﾊﾏﾅ 

蝶のゆくへ 葉室 麟／著 集英社 913.6/ﾊﾑﾛ 

青春と泥濘 インパールに斃れた兵士たち 火野 葦平／著 本の泉社 913.6/ﾋﾉ 

ボーダレス 誉田 哲也／著 光文社 913.6/ﾎﾝﾀ 

一度だけ 益田 ミリ／著 幻冬舎 913.6/ﾏｽﾀ 

シンドローム 上・下 真山 仁／著 講談社 913.6/ﾏﾔﾏ 

忘られのリメメント 三雲 岳斗／著 早川書房 913.6/ﾐｸﾓ 

ブロードキャスト 湊 かなえ／著 KADOKAWA 913.6/ﾐﾅﾄ 

星をつなぐ手 桜風堂ものがたり 村山 早紀／著 PHP研究所 913.6/ﾑﾗﾔ 

静かに、ねぇ、静かに 本谷 有希子／著 講談社 913.6/ﾓﾄﾔ 

矢上教授の「十二支考」 森谷 明子／著 祥伝社 913.6/ﾓﾘﾔ 

小説曲直瀬道三 乱世を医やす人 山崎 光夫／著 東洋経済新報社 913.6/ﾔﾏｻ 

サダと二人の女 山下 智恵子／著 風媒社 913.6/ﾔﾏｼ 

ストロング・スタイル 行成 薫／著 文藝春秋 913.6/ﾕｷﾅ 
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９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

たそがれてゆく子さん 伊藤 比呂美／著 中央公論新社 914.6/ｲﾄｳ 

こころ傷んでたえがたき日に 上原 隆／著 幻冬舎 914.6/ｳｴﾊ 

森林官が見た山の彼方の棲息者たち  

加藤 博二／著 河出書房新社 914.6/ｶﾄｳ 

漂流キャスター日誌 金平 茂紀／著 七つ森書館 914.6/ｶﾈﾋ 

樂天道 佐藤 愛子／著 海竜社 914.6/ｻﾄｳ 

ヨーコさんの“言葉” じゃ、どうする 佐野 洋子／文 講談社 914.6/ｻﾉ 

小岩へ 父敏雄と母ミホを探して 島尾 伸三／著 河出書房新社 914.6/ｼﾏｵ 

小さな幸せをひとつひとつ数える  

末盛 千枝子／著 PHPエディターズ・グループ 914.6/ｽｴﾓ 

酒から教わった大切なこと 本・映画・音楽・旅・食をめぐるいい話 

 東 理夫／著 天夢人 914.6/ﾋｶｼ 

消える B型 もしも西郷どんが B型でなかったら  

山上 一／著 文芸社 914.6/ﾔﾏｶ 

あなただけの人生をどう生きるか 若い人たちに遺した言葉 

 渡辺 和子／著 筑摩書房 914.6/ﾜﾀﾅ 

ほんのきもち 朝吹 真理子／ほか著 扶桑社 914.6 

辺境の路地へ 上原 善広／著 河出書房新社 916/ｳｴﾊ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

ネット狂詩曲 劉 震雲／著 彩流社 923/ﾘ 

ここにいる 王 聡威／著 白水社 923/ﾜ 

羞恥 チョン スチャン／著 みすず書房 929.1/ﾁ 

イギリス文学を旅する 60章 石原 孝哉／編著 明石書店 930.2  

クレイジー・リッチ・アジアンズ 上・下 ケビン・クワン／著 竹書房 933/ｸ 

こうしてイギリスから熊がいなくなりました  

ミック・ジャクソン／著 東京創元社 933/ｼ 

最初の悪い男 ミランダ・ジュライ／著 新潮社 933/ｼ 
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◆◆◆９２０～９９９ 外国の文学（つづき）◆◆◆ 

変わったタイプ トム・ハンクス／著 新潮社 933/ﾊ 

意識の川をゆく 脳神経科医が探る「心」の起源  

オリヴァー・サックス／著 早川書房 934/ｻ 

ある葬儀屋の告白 キャレブ・ワイルド／著 飛鳥新社 934/ﾜ 
通過者 ジャン＝クリストフ・グランジェ／著 TAC株式会社出版事業部 953/ｸ 

西洋古典学入門 叙事詩から演劇詩へ 久保 正彰／著 筑摩書房 991  

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

新帝擁立 雅や京ノ介 [4] 麻倉 一矢／著 徳間書店 BN/ｱｻ 

殺意の架け橋 出口の裁判官岬剣一郎 [3] 姉小路 祐／著 光文社 BN/ｱﾈ 

白の恐怖 長編推理小説 鮎川哲也コレクション 星影龍三シリーズ  

鮎川 哲也／著 光文社 BN/ｱﾕ 

蓬萊橋雨景 九頭竜覚山浮世綴 2 荒崎 一海／著 講談社 BN/ｱﾗ 

夜光亭の一夜 宝引の辰捕者帳ミステリ傑作選  

泡坂 妻夫／著 東京創元社 BN/ｱﾜ 

贖い 上・下 五十嵐 貴久／著 双葉社 BN/ｲｶ 

男泣き川 剣客船頭 20 稲葉 稔／著 光文社 BN/ｲﾅ 

夢胡蝶 羽州ぼろ鳶組 6 今村 翔吾／著 祥伝社 BN/ｲﾏ 

追憶 新・剣客太平記 9 岡本 さとる／著 角川春樹事務所 BN/ｵｶ 

ロックンロール・ストリップ 木下 半太／著 小学館 BN/ｷﾉ 

悪女のゆめ 十返舎一九あすなろ道中事件帖 木村 忠啓／著 双葉社 BN/ｷﾑ 

八丁堀の忍 倉阪 鬼一郎／著 講談社 BN/ｸﾗ 

西成山王ホテル 黒岩 重吾／著 筑摩書房 BN/ｸﾛ 

君の思い出が消えたとしても 才羽 楽／著 宝島社 BN/ｻｲ 

夏の雪 新・酔いどれ小籐次 12 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

火盗改しノ字組 １ 坂岡 真／著 文藝春秋 BN/ｻｶ 

きょうのできごと、十年後 柴崎 友香／著 河出書房新社 BN/ｼﾊ 

穢王 討魔戦記 4 芝村 凉也／著 祥伝社 BN/ｼﾊ 

のっぺら あやかし同心捕物控 霜島 けい／著 光文社 BN/ｼﾓ 
突きの鬼一 １・２ 鈴木 英治／著 小学館 BN/ｽｽ 

鬼九郎孤月剣 舫鬼九郎 4 高橋 克彦／著 文藝春秋 BN/ﾀｶ 

憤怒の剛刀 誠四郎包丁さばき [2] 武田 櫂太郎／著 コスミック出版 BN/ﾀｹ 

一揆の声 おれは一万石 [6] 千野 隆司／著 双葉社 BN/ﾁﾉ 

銀花 風の市兵衛 2-23 辻堂 魁／著 祥伝社 BN/ﾂｼ 

影の守護者 警視庁犯罪被害者支援課 5 堂場 瞬一／著 講談社 BN/ﾄｳ 

用心棒たちの危機 はぐれ長屋の用心棒 43 鳥羽 亮／著 双葉社 BN/ﾄﾊ 

ゴッドマザー 中村 啓／著 光文社 BN/ﾅｶ 

中山七転八倒 中山 七里／著 幻冬舎 BN/ﾅｶ 

Hello,Hello and Hello piece of mind 葉月 文／著 KADOKAWA BN/ﾊｽ 

情けのゆくえ 大江戸人情見立て帖 [2] 早見 俊／著 新潮社 BN/ﾊﾔ 

風に吹かれて 樋口 明雄／著 角川春樹事務所 BN/ﾋｸ 

火盗改「剣組」 鬼神剣崎鉄三郎 藤 水名子／著 二見書房 BN/ﾌｼ 

はやぶさ与力飛翔剣  藤村 与一郎／著 コスミック出版 BN/ﾌｼ 

赤道星 降る夜 古内 一絵／著 小学館 BN/ﾌﾙ 

菓子屋横丁月光荘 歌う家 ほしお さなえ／著 角川春樹事務所 BN/ﾎｼ 

クリーピー クリミナルズ 前川 裕／著 光文社 BN/ﾏｴ 

痛い靴のはき方 益田 ミリ／著 幻冬舎 BN/ﾏｽ 

殺人行おくのほそ道 上・下 松本 清張／著 光文社 BN/ﾏﾂ 

探偵刑事(デカ) 南 英男／著 実業之日本社 BN/ﾐﾅ 

ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊 かなえ／著 光文社 BN/ﾐﾅ 

スピリット・アームズオブリビオン 君と剣聖少女の未完成な現実 

 本山 葵／著 KADOKAWA BN/ﾓﾄ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

ふたりの花見弁当 食堂のおばちゃん 4  

山口 恵以子／著 角川春樹事務所 BN/ﾔﾏ 

異世界ゲーム神話大系  

可愛い女神のお願いなのでユニークスキルで異世界を少しひねってくる  

山志多 寿／著 KADOKAWA BN/ﾔﾏ 

若さま恋桜始末 山手樹一郎傑作選 山手 樹一郎／著 コスミック出版 BN/ﾔﾏ 

楽天旅日記 山本 周五郎／著 双葉社 BN/ﾔﾏ 

海底の道化師 新東京水上警察 [4] 吉川 英梨／著 講談社 BN/ﾖｼ 

錆びた滑車 若竹 七海／著 文藝春秋 BN/ﾜｶ 

外道斬り 影法師殺し控 和久田 正明／著 コスミック出版 BN/ﾜｸ 

大久保利通 わが維新、いまだ成らず 渡辺 房男／著 実業之日本社 BN/ﾜﾀ 

だから見るなといったのに 九つの奇妙な物語 恩田 陸／ほか著 新潮社 BN  

「超」怖い話戊 松村 進吉／編著 竹書房 BN  

忍者大戦 黒ノ巻 光文社文庫編集部／編 光文社 BN  

ロビンソン・クルーソー デフォー／著 光文社 B/ﾃﾌ 

真夜中の太陽 ジョー・ネスボ／著 早川書房 B/ﾈｽ 

晩餐会はトラブルつづき 大統領の料理人 7  

ジュリー・ハイジー／著 原書房 B/ﾊｲ 

ファイアマン 上・下 ジョー・ヒル／著 小学館 B/ﾋﾙ 

トニオ・クレーガー マン／著 光文社 B/ﾏﾝ 

黒いピラミッド 宇宙英雄ローダン・シリーズ 574 

デトレフ・G.ヴィンター／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

アルマダの三つの予言 宇宙英雄ローダン・シリーズ 575 

マリアンネ・シドウ／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

猫のまぼろし、猫のまどわし 東西妖猫名作選 東 雅夫／編 東京創元社 B  
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Ｔ 暮らし                                                

もう悩まない！葬儀・仏事・お墓ズバリ！解決アンサー  

大野屋テレホンセンター／著 二見書房 T0  

ラクして続く、家事テク もっと簡単に、ずーっとキレイ！  

牛尾 理恵／著 朝日新聞出版 T0  

繕う愉しみ ミスミ ノリコ／著 主婦と生活社 T11  

人気の手編みざぶとん 決定版 橋本 真由子／著 朝日新聞出版 T13  

水揚げ&花のケア 切り花の鮮度保持マニュアル  

薄木 健友／著 誠文堂新光社 T17  

家族がよろこぶダンボール工作 子供のための収納・家具・おもちゃ 

 pika／著 日本ヴォーグ社 T19  

つゆつきの 365日のつまみ細工 土田 由紀子／著 日本ヴォーグ社 T19  

ベトナム料理は生春巻きだけじゃない  

ベーシックからマニアックまでおいしいレシピ 88  

足立 由美子／著 柴田書店 T41  

夜 9時からの飲めるちょいメシ サルボ恭子／著 家の光協会 T41  

そばうどん知恵袋 111題 そばうどん編集部／編 柴田書店 T44  

子どもが喜ぶ自然派おやつ 簡単！安心！ 脇 雅世／著 主婦の友社 T46  

これからの住まい方、暮らし方 50代、60代、のびやかに生きる 

 主婦の友社／編 主婦の友社 T5  

中古一戸建て本当にかしこい買い方・選び方  

松本 智治／著 日本実業出版社 T5  

農家が教える野菜づくりのコツと裏ワザ  

とんがり下まき、踏んづけ植え、逆さ植え、ジャガ芽挿し、L字仕立てなど  

農文協／編 農山漁村文化協会 T6  

赤ちゃんが頭を打った、どうしよう！？  

虐待を疑われないために知っておきたいこと 西本 博／著 岩崎書店 T8 

「あーめんどくさい！」と思った時に読むママ友の距離感  

そうか！こう考えればよかったんだ！ 西東 桂子／著 青春出版社 T9 

あと伸びする子はこんな家で育つ 高濱 正伸／著 大和書房 T9  
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Ｓ 日野市や地域・行政に関する資料                                                

超現代語訳幕末物語 笑えて、泣けて、するする頭に入る  

房野 史典／著 幻冬舎 SB5.2  

幕末維新のリアル 変革の時代を読み解く 7章  

上田 純子／編 吉川弘文館 SB5.2  

幕末維新伝 今、その史実が明かされる 木村 幸比古／著 淡交社 SB5.2  

自殺対策白書 平成 30年版 厚生労働省／編集 日経印刷 SP0  

障害者総合支援六法 平成 30年版 中央法規出版 SQ4  

路線価による土地評価の実務 平成 30年 8月改訂  

名和 道紀／共著 清文社 SW3  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

世界不平等レポート 2018 世界不平等研究所  

ファクンド・アルヴァレド／編 みすず書房 R331.8  

介護・看護サービス統計データ集 2019-2020  

廣瀬 輝夫／監修 三冬社 R367.9  

作品名から引ける世界文学全集案内 3期  

日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ R903.1  

赤い鳥事典 赤い鳥事典編集委員会／編 柏書房 R909  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

『くらべてわかるオノマトペ』 
小野 正弘／著 東洋館出版社２０１８年７月 

＊斜字体 2つの語句のお好きな方を選んでお読みください＊ 

細かい文字を読むのがつらくなってきて、リーディンググラス（老眼鏡にあらず）を手

に入れた。そんな目の衰えから以前より読書に集中できなくなり、すぐに「へとへと」

「くたくた」になる。「こつこつ」「せっせ」と長編小説を読んでいたお肌「つるつる」

「すべすべ」のうら若き日々。あの頃を思い出し「めそめそ」「しくしく」。傍らには３

匹の愛猫。やわらかく「ふわふわ」「ぷにぷに」の肉球を触り「でれでれ」「めろめろ」。

そうだ。お前たちにまだゴハンをあげていなかったね。「いそいそ」「うきうき」キャッ

トフードのケースを開けると・・・。「ぎょっ」「げっ」空っぽだ！買い置きもまるでな

い。外は台風・・・。「がっくり」「がっかり」しながらレインコートを着る。ついでに買

ってきた缶チューハイを４本飲んで「ぐでんぐでん」「べろんべろん」・・・この本をお読

みいただくと、どちらの表現が「しっくり」「ぴったり」くるかおわかりいただけると思

います。（Ｓ） 

  
 

 

 

 

 

 

 

   

10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 
10日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

25日（木） 10：30～ ― ― 

高幡図書館 
3日（水） 

15：00～ 15：30～ 16：00～ 
17日（水） 

日野図書館 17日（水） ― ― 16：00～ 

多摩平図書館 
11日（木） 10：30～ ― ― 

24日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

平山図書館 18日（木） 10：30～ ― ― 

百草図書館 26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 10 月 11 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 

4 日 

 

18 日 
   

1 日 

 

15 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 

5 日 

 

19 日 

2 日 

 

16 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） 

10 日 

24 日 

14 日 

28 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

11 日   

 

25 日 

8 日   

 

22 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 

12 日 

 

26 日 

9 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 10 月・11 月巡回日

程 


