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日野市立図書館 館報 

２０１８年 11月 №231 

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〉 

 

１１月３日（土）、２３日（金） 

祝日は開館します！（市政図書室を除く） 

11月の休館日 

中央・高幡・日野 

多摩平・平山・百草（月曜日） 

5日 12日 19日 26日  

 

 

市政図書室（日曜日・祝日） 3日 4日 11日 18日 23日 25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 光の森｜日野市立中央図書館 ―灯りが紡ぐ物語― 

P.3 読み聞かせに向く絵本の紹介 ～保護者向け～ 

 京王線沿線 7市図書館の相互利用ができます！ 

P.4 多摩平図書館では 11月よりひよこタイムを拡大します 

 図書館集会室の抽選会のお知らせ 

P.5 土曜日！ほっとブッククラブ 単発読書会 

P.6 図書館に入った新しい本 

P.23 図書館員の本箱 

   11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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実践女子大学・高田典夫先生と学生の皆さんが、 

木材で組んだやぐらと紙で包んだ照明のあたたかい光 

によって、静かで美しい灯りの空間を創り出します。 

いつもとは異なる光の空間をお楽しみください。 

 

日時：１１月１８日（日）、１９日（月） 
 

 ■ライトアップ 

  午後５時３０分～午後８時 

（貸出・返却等通常業務は行いません） 

■職員による大人のための朗読会  

午後６時３０分～午後７時１０分 
 

会場：中央図書館 

※入場無料・申込不要です  

   ※徒歩や自転車での来場をお願いいたします 

 

《問い合わせ》  中央図書館 ☎０４２－５８１－７３５４ 

光の森｜日野市立中央図書館 

―灯りが紡ぐ物語― 
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ご存知でしたか？ 

京王線沿線 7市図書館の相互利用ができます！ 
   

日野市民であれば、京王線沿線の６市(八王子市・調布市・多摩市・ 

府中市・町田市・稲城市)の図書館を登録して利用することが出来ます。 

共通カードはありません。利用したい市の図書館にて登録申込みをして 

利用カードの発行を受けてください（身分証明書をお持ちください）。 

利用条件は各市で異なります。詳細は各市の図書館へお尋ねください。 

 

 

 

 

 

 

日時 11 月 29 日（木）10：30～11：00 

内容 読み聞かせにどんな本を選んだらいいのだろう・・？ 

   保護者を対象に、図書館職員が読み聞かせに向く絵本や、 
   季節にあった本、新刊書などを紹介します！！ 

＊申し込みは不要です。実習はありません。 

＊図書館のカウンターでもご相談にのります。 

場所 中央図書館 

対象 小学校などで読み聞かせをされる保護者の方 

 

 

問い合わせ 中央図書館（042-586-0584） 

 図書館キャラクターの『のら』です！ 
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多摩平図書館では  

11 月より を拡大します！ 
「ひよこタイム」は、乳幼児連れの保護者の方に気兼ねなく来館していただき、 

子どもたちが幼いころから図書館や本に親しめるようにと設けた時間です。 

11 月 1 日（木）より、多摩平図書館では下記のとおり「ひよこタイム」を

拡大します。どうぞご利用ください。 

また、図書館をご利用の皆様には、あたたかく見守っていただきますよう 

ご理解ご協力をお願いいたします。 

 

  実施日時：火曜日から金曜日 10 時～12 時 

問い合わせ：多摩平図書館（電話：042-583-2561） 

 

＊なお、0・1・2歳のおはなし会は、これまで通り月 1 回（第 2木曜日）の 

実施です。 

実施日時は「図書館報ひろば」「図書館ホームページ」をご覧ください。 
 

 

図書館集会室の抽選会のお知らせ 
利用期間：平成 31（2019）年度 前期（4 月～9 月） 

抽選日 ：平成 30 年１１月 30 日（金）１０：3０～ 

抽選場所：各図書館（中央図書館・高幡図書館・百草図書館） 

対象  ：市内在住・在勤・在学者が主催する非営利目的のグループ 

        （音楽など実技を伴う場合は利用できません） 

申込み ：11 月 4 日（日）～11月２9 日（木） 

        各図書館窓口（中央図書館・高幡図書館・百草図書館）へ 

※問い合わせは各図書館へお願いいたします。 
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土曜日！ 
単発読書会 

『漁港の肉子ちゃん』 

 西 加奈子／著 

12 月 8 日 土 10：30～12：00 
● 場 所：百草図書館 談話室（京王線百草園駅北口から徒歩 1 分） 

● 定 員：10 名 ※申込多数の場合は、抽選となります。 

● 対 象：日野市内在住、在勤、在学の方 

● 参 加 費：無料 

● 申込期間：11 月 6 日（火）～16 日（金） 

● 申込方法：電話または直接、中央図書館までお申込ください。 

申込・問い合わせ：中央図書館   ０４２-５８６-０５８４ 

本を片手にほっと一息、新しい 1 冊に出会う読書会。 

底抜けに明るくてなんだかにくめない、肉子ちゃんの魅力にあなたも

惹きこまれる？ 

今回は、人気女性作家・西加奈子さんの長編小説を取り上げます。 

初めて参加される方向けの読書会になっています。 

事前に作品を読んでご参加ください。 

 本をきっかけに 

気楽にお話しませんか？ 
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図書館に入った 新 し い 本 
8月 31日から 9月 27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                                       

情報生産者になる 上野 千鶴子／著 筑摩書房 002 

書店人のはんせい 本はエンターテインメント 人見 廣史／著 新評論 019 

書物と権力 中世文化の政治学 前田 雅之／著 吉川弘文館 020.21 

世界で最も美しい 12の写本  

『ケルズの書』から『カルミナ・ブラーナ』まで  

クリストファー・デ・ハーメル／著 青土社 022.23 

ギネス世界記録 2019  

クレイグ・グレンディ／編 角川アスキー総合研究所 030 

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

試験に出る哲学 「センター試験」で西洋思想に入門する  

斎藤 哲也／著 NHK出版 130 

秒で見抜くスナップジャッジメント メンタリスト DaiGo／著 興陽館 140.4/ﾀ 

幸福とは何か 思考実験で学ぶ倫理学入門 森村 進／著 筑摩書房 151.6 

前科者経営者 どん底からの逆転人生 高山 敦／著 プレジデント社 159 

お金が貯まる人が捨てた 37のこと  

貯金できれば人生は思い通り！ 田口 智隆／著 廣済堂出版 159 

仏教がわかるお経入門 お経にこそ仏教の智慧がある！ 洋泉社 183 

寺と仏像手帳 土門 拳／著 東京書籍 185.9 

親鸞と聖徳太子 島田 裕巳／著 KADOKAWA 188.7 

創価学会の“変貌” 柿田 睦夫／著 新日本出版社 188.9 
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２００ 歴史・伝記・地理                                                

ホモ・デウス 上・下 テクノロジーとサピエンスの未来  

ユヴァル・ノア・ハラリ／著 河出書房新社 204/ﾊ 

戦争と外交の世界史 知略を養う 出口 治明／著 かんき出版 209 

吾妻鏡の方法 事実と神話にみる中世  五味 文彦／著 吉川弘文館 214.2 

実は科学的！？江戸時代の生活百景 西田 知己／著 東京堂出版 215 

明治裏面史 隠れたる事実 伊藤 痴遊／著 講談社 216 

三竃島事件 日中戦争下の虐殺と沖縄移民 蒲 豊彦／編著 現代書館 217 

平成論 「生きづらさ」の 30年を考える 池上 彰／著 NHK出版 217.6 

ロシア革命 ペトログラード 1917年 2月 和田 春樹／著 作品社 238 

教養派知識人の運命 阿部次郎とその時代 竹内 洋／著 筑摩書房 281/ｱ 

評伝小室直樹 上・下 村上 篤直／著 ミネルヴァ書房 281/ｺ 

大名家の秘密 秘史『盛衰記』を読む 氏家 幹人／著 草思社 288.3 

ディズニー映画の世界を旅する JTBパブリッシング 290.9 

心と体に効く温泉 秘湯マニアの温泉療法専門医が教える 

       佐々木 政一／著 中央公論新社 291 

もう一度学びたい地理 知っているようで知らない日本の姿！ 

 「もう一度学びたい地理」編集部／編 枻出版社 291 

極楽！丘歩き 30 東京ウエストサイド神奈川|東京|埼玉  

清野 明／著 天夢人 291.3 

居酒屋 NEO 新世代人気店のスタイル&メニュー  

柴田書店／編 柴田書店 291.36 

LOVELY GREEN NEW ZEALAND 未来の国を旅するガイドブック 

             DAISUKE YOSUMI／著 ダイヤモンド・ビッグ社 297.2 

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

世界でバカにされる日本人 今すぐ知っておきたい本当のこと 

 谷本 真由美／著 ワニブックス 302.1 

愛国のリアリズムが日本を救う 高橋 洋一／著 育鵬社 304/ﾀ 

全共闘以後 外山 恒一／著 イースト・プレス 309 

平成風雲録 政治学者の時間旅行 御厨 貴／著 文藝春秋 310.4/ﾐ 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

正義とは何か 現代政治哲学の 6つの視点  

神島 裕子／著 中央公論新社 311.1 

ポピュリズムの本質 「政治的疎外」を克服できるか  

谷口 将紀／編著 中央公論新社 311.7 

<徹底検証>安倍政権の功罪 小川 榮太郎／著 悟空出版 312.1 

日本が壊れていく 幼稚な政治、ウソまみれの国  

斎藤 貴男／著 筑摩書房 312.1 

田中角栄 同心円でいこう 新川 敏光／著 ミネルヴァ書房 312.8/ﾀ 

AI時代の新・地政学 宮家 邦彦／著 新潮社 312.9 

現代世界の陛下たち デモクラシーと王室・皇室  

水島 治郎／編著 ミネルヴァ書房 313.6 

国権と民権 人物で読み解く平成「自民党」30年史  

佐高 信／著 集英社 315.1 

ヒトラーのモデルはアメリカだった 法システムによる「純血の追求」 

 ジェイムズ・Q.ウィットマン／著 みすず書房 316.83 

戦争なんか大きらい！ 絵描きたちのメッセージ  

子どもの本・九条の会／著 大月書店 319.8 

 

先生！バナナはおやつに含まれますか？  

法や契約書の読み方がわかるようになる本 中野 友貴／著 第一法規 321 

憲法についていま私が考えること 日本ペンクラブ／編 KADOKAWA 323.1 

家庭裁判所物語 清永 聡／著 日本評論社 327.4 

法に触れた少年の未来のために 内田 博文／著 みすず書房 327.8 

日経電子版の読みかた フジテレビ元経済部長が毎日実践している 

 鈴木 款／著 プレジデント社 330.4/ｽ 

経営者のための商工会・商工会議所 150%トコトン活用術  

大田 一喜／著 同文舘出版 330.6 

宇沢弘文の数学 小島 寛之／著 青土社 331.1 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

めった斬り平成経済史 失敗の本質と復活の条件  

高橋 洋一／著 ビジネス社 332.1 

中国経済講義 統計の信頼性から成長のゆくえまで  

梶谷 懐／著 中央公論新社 332.22 

家(チベ)の歴史を書く 朴 沙羅／著 筑摩書房 334.41 

キューバと日本 知られざる日系人の足跡  

ロランド・アルバレス／共著 彩流社 334.45 

キッチンで読むビジネスのはなし  

11人の社長に聞いた仕事とお金のこと 一田 憲子／著 KADOKAWA 335.1 

機会損失 「見えない」リスクと可能性 清水 勝彦／著 東洋経済新報社 336.1 

社長の仕事は人づくり 奥迫 哲也／著 あさ出版 336.4 

プロが“身内だけ”にこっそり教える最強の保険選び  

都倉 健太／著 新星出版社 339 

オフショア化する世界 人・モノ・金が逃げ込む「闇の空間」とは何か？ 

 ジョン・アーリ／著 明石書店 361 

世界の空き家対策 公民連携による不動産活用とエリア再生 

 米山 秀隆／編著 学芸出版社 365.3 

「働き方改革」の？ 誰が得をして、誰が苦しむのか  

久原 穏／著 集英社 366.1 

55歳からのリアル仕事ガイド 年金をもらいながら働く、新しい生き方 

 松本 すみ子／監修 朝日新聞出版 366.2 

ブレイクダウン・ザ・ウォール 環境、組織、年齢の壁を破る 

尾原 蓉子／著 日本経済新聞出版社 366.3 

子連れ離婚を考えたときに読む本  

慰謝料、親権、養育費、手続き…気になることがすべてわかる  

新川 てるえ／著 日本実業出版社 367.4 

地図とデータで見る性の世界ハンドブック  

ナディーヌ・カッタン／著 原書房 367.6 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

私は、看取り士。 わがままな最期を支えます  

柴田 久美子／著 佼成出版社 367.9 

100歳の秘訣 歌代 幸子／著 新潮社 367.9 

沖縄アンダーグラウンド 売春街を生きた者たち  

藤井 誠二／著 講談社 368.4 

万引き依存症 斉藤 章佳／著 イースト・プレス 368.6 

障害のある子の「親なきあと」 「親あるあいだ」の準備  

渡部 伸／著 主婦の友社 369.2 

災害リスクの心理学 ダチョウのパラドックス  

Robert Meyer／著 丸善出版 369.3 

ルポひきこもり未満 レールから外れた人たち 池上 正樹／著 集英社 371.4 

帝国化する日本 明治の教育スキャンダル 長山 靖生／著 筑摩書房 372.1 

英国パブリック・スクールへようこそ！ 石井 理恵子／著 新紀元社 372.33 

シックスクール問題と対策 加藤 やすこ／著 緑風出版 374.9 
脱ブラック部活 中小路 徹／著 洋泉社 375.1 

誰が「道徳」を殺すのか 徹底検証「特別の教科道徳」  

森口 朗／著 新潮社 375.3 

小学校明日からできる！読書活動アイデア事典  

塩谷 京子／編著 明治図書出版 375.8 

「気になる子」のわらべうた 山下 直樹／著 クレヨンハウス 376.1 

名門高校 100 時代をリードする人物はここから巣立った 

 猪熊 建夫／著 河出書房新社 376.4 

「墓じまい」の結末 お墓の本当の意味がよくわかる本  

森下 瑞堂／著 現代書林 385.6 

妖怪絵草紙 湯本 豪一／編著 パイインターナショナル 388.1 

自衛隊イラク日報 バグダッド・バスラの 295日間  

防衛省／原文 柏書房 392.1 

DARPA秘史 世界を変えた「戦争の発明家たち」の光と闇  

シャロン・ワインバーガー／著 光文社 392.53 
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４００ 科学・生物・医学                                                                    

日本近代科学史 村上 陽一郎／著 講談社 402.1 

サイエンス・ネクスト 科学者たちの未来予測  

ジム・アル＝カリーリ／編 河出書房新社 404/ｱ 

月の満ちかけをながめよう 森 雅之／イラスト 誠文堂新光社 446 

「生命多元性原理」入門 太田 邦史／著 講談社 460 

世界は美しくて不思議に満ちている  

「共感」から考えるヒトの進化 長谷川 眞理子／著 青土社 469 

ドングリさんぽ手帖 ポケット版 宮國 晋一／写真・文 世界文化社 470.3 

筋肉は本当にすごい  

すべての動物に共通する驚きのメカニズム 杉 晴夫／著 講談社 481.1 

先生、脳のなかで自然が叫んでいます！ 小林 朋道／著 築地書館 481.7 

アリハンドブック 寺山 守／解説 文一総合出版 486.7 

にっぽんツバメ便り ツバメが来た日 宮本 桂／写真 カンゼン 488.9 

ニホンオオカミの最後 狼酒・狼狩り・狼祭りの発見  

遠藤 公男／著 山と溪谷社 489.5 

最高の死に方と最悪の死に方 近藤 誠／著 宝島社 490.15 

世界史を変えた 13の病 ジェニファー・ライト／著 原書房 490.2 

ころころするからだ この世界で生きていくために考える「いのち」のコト  

稲葉 俊郎／著 春秋社 490.4/ｲ 

サバイバルボディー 人類の失われた身体能力を取り戻す  

スコット・カーニー／著 白水社 491.3 

検査結果なんでも早わかり事典 健診・人間ドックから精密検査の結果まで  

小橋 隆一郎／著 主婦の友社 492.1 

姿勢の教科書 上肢・下肢編 竹井 仁／著 ナツメ社 492.5 

果糖中毒 19億人が太り過ぎの世界はどのように生まれたのか？  
ロバート・H.ラスティグ／著 ダイヤモンド社 493.12 

薬物依存症 松本 俊彦／著 筑摩書房 493.15 

写真でわかる早引き高齢者の薬ハンドブック  

饗庭 三代治／監修 エクスナレッジ 493.18 

不整脈・心房細動がわかる本 脈の乱れが気になる人へ  

山根 禎一／監修 講談社 493.23 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

リウマチ 最新の薬物療法とリハビリ 竹内 勤／監修 高橋書店 493.63 

生存する意識 植物状態の患者と対話する  

エイドリアン・オーウェン／著 みすず書房 493.73 

「よく聞こえない」ときの耳の本  

認知症予防に！聞こえをよくする方法をわかりやすく解説  

小川 郁／監修 朝日新聞出版 496.6 

自分で治す！顎関節症 藤原 邦康／著 洋泉社 497.3 

病院のやめどき 「医療の自己決定」で快適人生  

和田 秀樹／著 朝日新聞出版 498.12 

抜群の若返り！「骨トレ」100秒 太田 博明／著 三笠書房 498.3 

ピンピンコロリの新常識 病院・クスリに頼らない  

星 旦二／著 主婦の友社 498.38 

中高年に効く！メンタル防衛術 夏目 誠／著 文藝春秋 498.8 

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

スマート工場のしくみ イラスト図解 松林 光男／監修 日本実業出版社 509.6 

近代測量の理論と実践 岩下 圭之／共著 コロナ社 512 

このゴミは収集できません ゴミ清掃員が見たあり得ない光景 

 滝沢 秀一／著 白夜書房 518.5 

生き物から学ぶまちづくり バイオミメティクスによる都市の生活習慣病対策 

 谷口 守／著 コロナ社 518.8 

建築の日本展 その遺伝子のもたらすもの Echelle‐1 521 

宇宙はどこまで行けるか ロケットエンジンの実力と未来  

小泉 宏之／著 中央公論新社 538.9 

告発 日本で原発を再稼働してはいけない三つの理由  

蓮池 透／著 ビジネス社 539 

ドット絵教室 描けば描くほどうまくなる！  

中川 悠京／著 エムディエヌコーポレーション 548.1 

機械カニバリズム 人間なきあとの人類学へ 久保 明教／著 講談社 548.3 

 

 



13 

 

◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 

コンピュータ、どうやってつくったんですか？  

はじめて学ぶコンピュータの歴史としくみ 川添 愛／著 東京書籍 548.7 

有機機能材料 荒木 孝二／著 東京化学同人 578 

最高の日本酒 関東厳選ちどりあし酒蔵めぐり 大竹 聡／著 双葉社 588.5 

まなざしの装置 ファッションと近代アメリカ 平芳 裕子／著 青土社 589.2 

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

土・牛・微生物 文明の衰退を食い止める土の話  

D.モントゴメリー／著 築地書館 613.5 

和紙植物 有岡 利幸／著 法政大学出版局 618.7 

築地-鮭屋の小僧が見たこと聞いたこと しゃけこさんの市場日記  

佐藤 友美子／著 いそっぷ社 675.5 

地図で楽しむ日本の鉄道 今尾 恵介／著 洋泉社 686.21 

鉄道快適化物語 苦痛から快楽へ  

小島 英俊／著 創元社 686.5 

秋風羽織の教え 人生は半分、青い。 秋風 羽織／著 マガジンハウス 699.9 

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

闇の日本美術 山本 聡美／著 筑摩書房 721 

名画の読解力 教養のある人は西洋美術のどこを楽しんでいるのか！？  

田中 久美子／監修 エムディエヌコーポレーション 723 

ムンクの世界 魂を叫ぶひと 田中 正之／監修 平凡社 723.8/ﾑ 

絵本をつくりたい人へ 土井 章史／著 玄光社 726.5 

変体英文字図案集 大沼 知之／著 青幻舎 727.8 

カメラ 1年生 デジタル一眼カメラ編 たのしいカメラ学校の教科書  

矢島 直美／著 インプレス 743 

箸袋でジャパニーズ・チップ！ テーブルのうえで見つけたいろんな形  

辰巳 雄基／著 リトルモア 754.9 

人形メディア学講義 菊地 浩平／著 茉莉花社 759 

 

◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

沖縄と歌姫 安室奈美恵を発掘した男の壮絶人生  

マキノ 正幸／著 宝島社 767.8 

宝塚式「品格」レッスン タカラジェンヌの美の秘密、教えます  

初嶺 麿代／著 文藝春秋 775.4 

スポーツ映画トップ 100 芝山 幹郎／著 文藝春秋 778.2 

西部劇を極める事典 芦原 伸／著 天夢人 778.25 

ふたりのトトロ 宮崎駿と『となりのトトロ』の時代  

木原 浩勝／著 講談社 778.7 

志ん生一家、おしまいの噺 美濃部 美津子／著 河出書房新社 779.1 

オリンピックと東京改造 交通インフラから読み解く  

川辺 謙一／著 光文社 780.6 

私たちの「遺訓」 球界、政治・経済、マスコミ、この国の未来のために  

広岡 達朗／著 ワニ・プラス 783.7 

山と高原 NEW HIGHLAND BOOK  

小林 百合子／文 パイインターナショナル 786.1 

絶対作ってみたくなるみんなのキャンプ飯  

ライフスタイル編集部／著 オーバーラップ 786.3 

井山裕太の碁 強くなる考え方 内藤 由起子／著 池田書店 795 

 

８００ 語学                                                        

誰とでも会話が続く人を引きつける人の話し方  

村瀬 健／著 三笠書房 809.4 

ワンランク上の日本語を習得したい社会人へ 校正マンが赤字で解説  

玄冬書林／著 ワニブックス 810.4/ｹ 

必携！日本語ボランティアの基礎知識 中井 延美／著 大修館書店 810.7 

日本語の作法 しなやかな文章術 中村 明／著 青土社 816 

言語学者のニューカレドニア メラネシア先住民と暮らして 

 大角 翠／著 大修館書店 829.45 

子どもの英語にどう向き合うか 鳥飼 玖美子／著 NHK出版 830.7 

ビジネスで 1番よく使う英会話 現場で本当に使える万能フレーズ 160  

松井 こずえ／著 Jリサーチ出版 837.8 
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９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

ブルジョワ 歴史と文学のあいだ フランコ・モレッティ／著 みすず書房 902 

養老孟司特別授業『坊っちゃん』 養老 孟司／著 NHK出版 910.2/ﾅ 

Haruki Murakami を読んでいるときに我々が読んでいる者たち 

 辛島 デイヴィッド／著 みすず書房 910.2/ﾑ 

あの本の主人公と歩く東京物語散歩 100 堀越 正光／著 ぺりかん社 910.26 

古典歳時記 吉海 直人／著 KADOKAWA 910.4/ﾖ 

夏井いつきの季語道場 夏井 いつき／著 NHK出版 911.3 

シルバー川柳 百歳バンザイ編 笑いあり、しみじみあり  

みやぎシルバーネット／編 河出書房新社 911.4 

茨木のり子への恋文 戸村 雅子／著 国土社 911.5/ｲ 

非凡なる凡婦 白秋の妻菊子 北原 東代／著 春秋社 911.5/ｷ 
ヨロコビ・ムカエル？ 小野 正嗣／著 白水社 912.6/ｵ 

現代エッセイ訳徒然草 すらすら読めて、すっきりわかる  

山口 謠司／著 ワニブックス 914.4 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

猫のお告げは樹の下で 青山 美智子／著 宝島社 913.6/ｱｵﾔ 

大友落月記 赤神 諒／著 日本経済新聞出版社 913.6/ｱｶｶ 

鏡の国のアイリス 1 SCP FOUNDATION 日日日／著 一二三書房 913.6/ｱｷﾗ 

グリーン・グリーン ２ あさの あつこ／著 徳間書店 913.6/ｱｻﾉ 

松本-鹿児島殺人連鎖 梓 林太郎／著 徳間書店 913.6/ｱｽｻ 

インド倶楽部の謎 有栖川 有栖／著 講談社 913.6/ｱﾘｽ 

PIT特殊心理捜査班・水無月玲 五十嵐 貴久／著 光文社 913.6/ｲｶﾗ 

七つの試練 石田 衣良／著 文藝春秋 913.6/ｲｼﾀ 

グラスバードは還らない 市川 憂人／著 東京創元社 913.6/ｲﾁｶ 

緑の花と赤い芝生 伊藤 朱里／著 中央公論新社 913.6/ｲﾄｳ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

白銀(しろがね)の巫女 Star‐Studded Tower  

乾石 智子／著 東京創元社 913.6/ｲﾇｲ 

歌え、汝龍たりし日々を 始皇帝紀  

岩井 三四二／著 角川春樹事務所 913.6/ｲﾜｲ 

時限感染 殺戮のマトリョーシカ 岩木 一麻／著 宝島社 913.6/ｲﾜｷ 

死神刑事(デカ) 大倉 崇裕／著 幻冬舎 913.6/ｵｵｸ 

ドアを開けたら 大崎 梢／著 祥伝社 913.6/ｵｵｻ 

漂砂の塔 大沢 在昌／著 集英社 913.6/ｵｵｻ 

アリバイ崩し承ります 大山 誠一郎／著 実業之日本社 913.6/ｵｵﾔ 

定本吉良の言い分 上・下 真説・忠臣蔵 岳 真也／著 天夢人 913.6/ｶｸ 

はしからはしまで 梶 よう子／著 新潮社 913.6/ｶｼ 

僕は金になる 桂 望実／著 祥伝社 913.6/ｶﾂﾗ 

悪魔と呼ばれた男 神永 学／著 講談社 913.6/ｶﾐﾅ 

思い出が消えないうちに 川口 俊和／著 サンマーク出版 913.6/ｶﾜｸ 

ドッペルゲンガーの銃 倉知 淳／著 文藝春秋 913.6/ｸﾗﾁ 

雛口依子の最低な落下とやけくそキャノンボール  

呉 勝浩／著 光文社 913.6/ｺ 

友情だねって感動してよ 小嶋 陽太郎／著 新潮社 913.6/ｺｼﾏ 
到達不能極 斉藤 詠一／著 講談社 913.6/ｻｲﾄ 

永善堂病院もの忘れ外来 佐野 香織／著 ポプラ社 913.6/ｻﾉ 

アンドロメダの猫 朱川 湊人／著 双葉社 913.6/ｼﾕｶ 

花咲小路三丁目北角のすばるちゃん 小路 幸也／著 ポプラ社 913.6/ｼﾖｳ 

人さらい 翔田 寛／著 小学館 913.6/ｼﾖｳ 

鬼嵐 仙川 環／著 小学館 913.6/ｾﾝｶ 

明治銀座異変 滝沢 志郎／著 文藝春秋 913.6/ﾀｷｻ 

廃墟戦隊ラフレンジャー 竹内 真／著 双葉社 913.6/ﾀｹｳ 

一線 田中 経一／著 幻冬舎 913.6/ﾀﾅｶ 

ひとつむぎの手 知念 実希人／著 新潮社 913.6/ﾁﾈﾝ 

イダジョ！ 医大女子 史夏 ゆみ／著 文響社 913.6/ﾄｹ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

菩薩天翅 戸南 浩平／著 光文社 913.6/ﾄﾅﾐ 

特捜投資家 永瀬 隼介／著 ダイヤモンド社 913.6/ﾅｶｾ 

銀橋 中山 可穂／著 KADOKAWA 913.6/ﾅｶﾔ 

TAS特別師弟捜査員 中山 七里／著 集英社 913.6/ﾅｶﾔ 

埋もれた波濤 滑志田 隆／著 論創社 913.6/ﾅﾒｼ 

幽霊たち 西澤 保彦／著 幻冬舎 913.6/ﾆｼｻ 

十津川警部長崎路面電車と坂本龍馬 長編推理小説  

西村 京太郎／著 祥伝社 913.6/ﾆｼﾑ 

TEN 楡 周平／著 小学館 913.6/ﾆﾚ 

影ぞ恋しき 葉室 麟／著 文藝春秋 913.6/ﾊﾑﾛ 

メーラーデーモンの戦慄 早坂 吝／著 講談社 913.6/ﾊﾔｻ 

JJ横浜ダイアリーズ ロバート・ハリス／著 講談社 913.6/ﾊﾘｽ 

愛なき世界 三浦 しをん／著 中央公論新社 913.6/ﾐｳﾗ 

想い人 諸田 玲子／著 文藝春秋 913.6/ﾓﾛﾀ 

緑のなかで 椰月 美智子／著 光文社 913.6/ﾔｽｷ 

人類滅亡小説 山田 宗樹／著 幻冬舎 913.6/ﾔﾏﾀ 

悪童(ワルガキ) 小説寅次郎の告白 山田 洋次／著 講談社 913.6/ﾔﾏﾀ 

おるもすと 吉田 篤弘／著 講談社 913.6/ﾖｼﾀ 

国宝 上・下 吉田 修一／著 朝日新聞出版 913.6/ﾖｼﾀ 

別れの霊祠 輪渡 颯介／著 講談社 913.6/ﾜﾀﾘ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

定年ラジオ 上柳 昌彦／著 三才ブックス 914.6/ｳｴﾔ 

新米母は各駅停車でだんだん本物の母になっていく  

母業 23年つれづれ日記 大平 一枝／著 大和書房 914.6/ｵｵﾋ 

台湾生まれ日本語育ち 温 又柔／著 白水社 914.6/ｵﾝ 

星のなまえ 高橋 順子／著 白水社 914.6/ﾀｶﾊ 

新田園の快楽 ヴィラデストの 27年 玉村 豊男／著 世界文化社 914.6/ﾀﾏﾑ 

いとしい人と、おいしい食卓 「食べる女」のレシピ 46  

筒井 ともみ／著 講談社 914.6／ﾂﾂｲ 
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◆◆◆９１４．６～９１７ 日本のエッセイ（つづき）◆◆◆ 

時事漫才 爆笑問題／著 太田出版 914.6/ﾊｸｼ 

私のティーアガルテン行 平出 隆／著 紀伊國屋書店 914.6/ﾋﾗｲ 

１からはじめる 松浦 弥太郎／著 講談社 914.6/ﾏﾂｳ 

「その後」のゲゲゲの女房 あるがままに。すべてに感謝！！ 

 武良 布枝／著 辰巳出版 914.6/ﾑﾗ 

すべての男は消耗品である。 最終 村上 龍／著 幻冬舎 914.6/ﾑﾗｶ 

吉本ばななが友だちの悩みについてこたえる  

吉本 ばなな／著 朝日新聞出版 914.6/ﾖｼﾓ 

種まく人 若松 英輔／著 亜紀書房 914.6/ﾜｶﾏ 

発達障害に生まれて 自閉症児と母の 17年  

松永 正訓／著 中央公論新社 916/ﾏﾂﾅ 

大江健三郎全小説 １ 大江 健三郎／著 講談社 918.6 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

ひとり キム スム／著 三一書房 929.1/ｷ 

カート・ヴォネガット全短篇 １ カート・ヴォネガット／著 早川書房 933/ｳ 

任務の終わり 上・下 スティーヴン・キング／著 文藝春秋 933/ｷ 

ウーマン・イン・ザ・ウィンドウ 上・下 A.J.フィン／著 早川書房 933/ﾌ 

エヴリデイ デイヴィッド・レヴィサン／作 小峰書店 933/ﾚ 

人間たちの庭 ホテル・サピエンス レーナ・クルーン／著 西村書店 993.61/ｸ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

ゴスロリ卓球(ピンポン) 蒼山 サグ／著 KADOKAWA BN/ｱｵ 

灰色のパラダイス 杉原爽香<45歳の冬> 赤川 次郎／著 光文社 BN/ｱｶ 

御三卿の乱 剣客大名柳生俊平 10 麻倉 一矢／著 二見書房 BN/ｱｻ 

荒川乱歩の初恋 高校生探偵 阿野 冠／著 光文社 BN/ｱﾉ 

キミの忘れかたを教えて あまさき みりと／著 KADOKAWA BN/ｱﾏ 

陽気なギャングは三つ数えろ 伊坂 幸太郎／著 祥伝社 BN/ｲｻ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

西一番街ブラックバイト 池袋ウエストゲートパーク 12  

石田 衣良／著 文藝春秋 BN/ｲｼ 

魔王信長の転生スローライフ  我がニート生活は異世界にあり! 

 石動 将／著 KADOKAWA BN/ｲｽ 

リオランド １ 岩井 恭平／著 KADOKAWA BN/ｲﾜ 

「須磨明石」殺人事件 内田 康夫／著 徳間書店 BN/ｳﾁ 

七つの魔剣が支配する 宇野 朴人／著 KADOKAWA BN/ｳﾉ 

ところで死神は何処から来たのでしょう？ 榎田 ユウリ／著 新潮社 BN/ｴﾀ 

異世界に間違った人材を派遣してしまったのですが何とかしてもらっていいで

すか？<泣>   異世界の法則がみだれる！ 逢坂 為人／著 KADOKAWA BN/ｵｳ 

火焰の啖呵 北町影同心 9 沖田 正午／著 二見書房 BN/ｵｷ 

紅殻駱駝の秘密 小栗 虫太郎／著 河出書房新社 BN/ｵｸ 

黄色館の秘密 折原 一／著 光文社 BN/ｵﾘ 

脱藩さむらい 金子 成人／著 小学館 BN/ｶﾈ 

タイムメール 鯨 統一郎／著 角川春樹事務所 BN/ｸｼ 

暗闇のふたり 人情同心神鳴り源蔵 9 小杉 健治／著 光文社 BN/ｺｽ 

つるつる鮎そうめん 居酒屋ぜんや 5 坂井 希久子／著 角川春樹事務所 BN/ｻｶ 

奥義花影 ひなげし雨竜剣 4 坂岡 真／著 光文社 BN/ｻｶ 

不連続殺人事件 坂口 安吾／著 新潮社 BN/ｻｶ 

笑ってなんぼじゃ！ 上 佐賀のがばいばあちゃんスペシャル 

 島田 洋七／著 徳間書店 BN/ｼﾏ 

伯爵夫人の肖像 杉本 苑子／著 徳間書店 BN/ｽｷ 

黄金色の雲 口入屋用心棒 42 鈴木 英治／著 双葉社 BN/ｽｽ 

蜜と毒 瀬戸内 寂聴／著 講談社 BN/ｾﾄ 

花だより みをつくし料理帖 特別巻  高田 郁／著 角川春樹事務所 BN/ﾀｶ 

僕は君に爆弾を仕掛けたい。 高木 敦史／著 KADOKAWA BN/ﾀｶ 

火焰の凶器 天久鷹央の事件カルテ 4 知念 実希人／著 新潮社 BN/ﾁﾈ 

野分の朝 江戸職人綴 千野 隆司／著 徳間書店 BN/ﾁﾉ 

食べる女 筒井 ともみ／著 新潮社 BN/ﾂﾂ 

奇怪な賊 八丁堀「鬼彦組」激闘篇 4 鳥羽 亮／著 文藝春秋 BN/ﾄﾊ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

JK堕としの名を持つ男、柏木の王道 永菜 葉一／著 KADOKAWA BN/ﾅｶ 

隠し味は殺意 ランチ刑事の事件簿 2 七尾 与史／著 角川春樹事務所 BN/ﾅﾅ 

仇花 おいらん若君徳川竜之進 2 鳴神 響一／著 双葉社 BN/ﾅﾙ 

東京カジノパラダイス 楡 周平／著 新潮社 BN/ﾆﾚ 

嫌われ魔王が没落令嬢と恋に落ちて何が悪い！  

猫又 ぬこ／著 ホビージャパン BN/ﾈｺ 

マイ・フーリッシュ・ハート 秦 建日子／著 河出書房新社 BN/ﾊﾀ 

狐夜叉 浮かれ鳶の事件帖 4 原田 孔平／著 祥伝社 BN/ﾊﾗ 

正雪の埋蔵金 日暮左近事件帖 1 藤井 邦夫／著 光文社 BN/ﾌｼ 

時間を止めてみたんだが 藤崎 翔／著 講談社 BN/ﾌｼ 

秋の蟬 隅田川御用帳 18  藤原 緋沙子／著 光文社 BN/ﾌｼ 

花氷 長編推理小説 松本 清張／著 光文社 BN/ﾏﾂ 

失踪前夜 囮捜査 4 南 英男／著 コスミック出版 BN/ﾐﾅ 

コンビニ人間 村田 沙耶香／著 文藝春秋 BN/ﾑﾗ 

太秦荘ダイアリー 望月 麻衣／著 双葉社 BN/ﾓﾁ 

柳橋ものがたり 船宿『篠屋』の綾 森 真沙子／著 二見書房 BN/ﾓﾘ 

塔頭 大江戸算法純情伝 3 山根 誠司／著 双葉社 BN/ﾔﾏ 

秘文鞍馬経 山本 周五郎／著 河出書房新社 BN/ﾔﾏ 

山棲みまんだら 山本 素石／著 山と溪谷社 BN/ﾔﾏ 

通り魔 昭和ミステリールネサンス 結城 昌治／著 光文社 BN/ﾕｳ 

鍵のかかった部屋 5つの密室 似鳥 鶏／ほか著 新潮社 BN 

作家たちのオリンピック 五輪小説傑作選 城山 三郎／ほか著 PHP研究所 BN 

忍者大戦 赤ノ巻 光文社文庫編集部／編 光文社 BN 

噓ばっかり ジェフリー・アーチャー／著 新潮社 B/ｱﾁ 

数字を一つ思い浮かべろ ジョン・ヴァードン／著 文藝春秋 B/ｳｱ 

大統領の陰謀 ボブ・ウッドワード／著 早川書房 B/ｳﾂ 

二人の秘密は夜にとけて リンゼイ・サンズ／著 二見書房 B/ｻﾝ 

帰郷戦線 爆走 ニコラス・ペトリ／著 早川書房 B/ﾍﾄ 

北氷洋 イアン・マグワイア／著 新潮社 B/ﾏｸ 

元年春之祭 陸 秋槎／著 早川書房 B/ﾘｸ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

月明かりの海辺で 上・下 ノーラ・ロバーツ／著 扶桑社 B/ﾛﾊ 

世界推理短編傑作集 ２ ロバート・バー／ほか著 東京創元社 B 

 

Ｔ 暮らし                                                

心に響く弔辞 葬儀のあいさつ実例集 新星出版社編集部／編 新星出版社 T0 

好きなものは、日々使う すてないひと 雅姫／著 マガジンハウス T0 

共働き夫婦お金の教科書 山崎 俊輔／著 プレジデント社 T0 

bonponのプチプラ着こなし便利帖 bonpon／著 宝島社 T0 

コートを縫おう。 そろそろ挑戦、とっておきの一着  

     かたやま ゆうこ／著 主婦と生活社 T11 

心地良い暮らし着  

かっぽう着・エプロン ふだん着 甚平・作務衣 はおり物・はんてん  

ブティック社 T11 

育てるニット 編んで、足して、あたらしい服  

michiyo／著 文化学園文化出版局 T13 

えんぎもんフェルト 羊毛でつくるお守りと郷土玩具 55作品  

緒方 伶香／著 誠文堂新光社 T16 

ちいさなタッセル&巻き玉工房 カナダ 恵子／著 主婦の友社 T19 

ペットを安らかに送る終活のすべて  

看取り、葬儀、供養…飼い主だからこそ考えたい  

主婦の友社／編 主婦の友社 T3 

親に作って届けたい、つくりおき 介護じゃないけど、やっぱり心配だから  

林 幸子／著 大和書房 T41 

ダンツマ手帖 伝説の飲み屋のつまみが簡単に作れる！  

日刊ゲンダイ／編 講談社 T41 

栗原心平のこべんとう 栗原 心平／著 山と溪谷社 T42 

はじめての漢方ライフ薬膳レシピ&食材べんり帳  

漢方の養生法と薬膳のきほん毎日の料理がすぐ薬膳になる  

薬日本堂／監修 主婦の友社 T49 

100年使える「箱の家」をつくる コスパ最高の法則  

渡辺 晃／著 クロスメディア・パブリッシング T5 
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

西村和雄ぐうたら農法  

草と土壌生物が野菜をつくる手間のかからない畑のつくり方  

西村 和雄／監修 学研プラス T6 

はじめてでもカンタン！多肉植物の育て方・楽しみ方  

ふじ えりこ／文 コスミック出版 T6 

脱産後うつ 私はこうして克服した ミィ／著 講談社 T8 

自分から片づけるようになる整理整頓 橋口 真樹子／監修 旺文社 T9 

親子が幸せになる子どもの学び大革命 保坂 展人／著 ほんの木 T9 

 

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

姫君たちの明治維新 岩尾 光代／著 文藝春秋 SB5.25 

農業のある都市を目指して 新しい都市計画への問いかけ  

東 正則／著 農林統計出版 SM3 

コミュニティによる地区経営 コンパクトシティを超えて  

大野 秀敏／ほか著 鹿島出版会 SW1 

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

世界国勢図会 2018/19 世界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 R350.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

『株式会社家族 私も父さんに認めてもらいたい篇』 

  山田かおり／著 リトルモア 2012年 10 月 

  

山田さん（当時 35歳独身）の日常が独特の言語感覚で記されて 
います。たくさん笑ってたいへん幸せな気分にさせてもらいました。 

  山田さんは、実家の両親にしょっちゅう電話をかけます。 
二人はたいてい暇なので、寝ている時間を除いてほとんど電話が 
つながります。電話をかける目的は「メッセージングサービス」を 
提供してもらうこと。お父さん、あるいはお母さんが、延々 
しゃべり続けるのを聞くのです。話はとりとめなく、あっちへ行き 
こっちへ戻り、くり返しありで、意味はないけれど、 
それを聞きたくなる山田さんの気持ちは、 
私もわかるような気がするのです。 

  家族の日々は、こっけいで笑えるのだけれど、 
こっけいだからこそいとおしくて涙も出てくる。 
この家族の日常がずっと終わらないといいな。（Ｈ） 

 

 

 

 

 

 

 

   

11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 
14日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

22日（木） 10：30～ ― ― 

高幡図書館 
7日（水） 

15：00～ 15：30～ 16：00～ 
21日（水） 

日野図書館 21日（水） ― ― 16：00～ 

多摩平図書館 
8日（木） 10：30～ ― ― 

28日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

平山図書館 15日（木） 10：30～ ― ― 

百草図書館 30日（金） 15：00～ 15：30～ 16：00～ 

【ひよこタイム】   乳幼児連れの方が、気兼ねなく利用できる時間です。 

 平山図書館は 15日（木）10時～12時。多摩平図書館は火曜日～金曜日 10時～12時。 
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曜日 時間 駐車場 住所 11 月 12 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 

1 日 

 

15 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 

2 日 

 

16 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） 

14 日 

28 日 

12 日 

26 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

8 日   

 

22 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 

9 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 11 月・12 月巡回日

程 


