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日野市立図書館 館報 

２０１８年 12月 №232 

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〉 

 

１２月２４日（月）祝日は開館します！ 

（市政図書室を除く） 

12月の休館日 

＊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 年末年始のお知らせ 

P.3 中央図書館集会室についてのお知らせ 

 図書館協力者（点訳者）募集 

P.4 日野宿発見隊 まち歩き会 まちかど写真館めぐり 

P.5 ひまわり号活動報告 

P.6 図書館に入った新しい本 

P.23 図書館員の本箱 

   12月のおはなし会 

P.24 移動図書館ひまわり号巡回日程 
 

中央・高幡・日野 

多摩平・平山・百草（月曜日） 
3日 10日 17日 29日～1 月 7 日 

市政図書室（日曜日・祝日） 2日  9日 16日 23日 24日 29日～1 月 3 日 
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日頃より、日野市立図書館をご利用いただき、ありがとうございます。 

1. 年末年始は１２月２９日（土）から平成３１年１月７日（月）まで休館し、システムの入れ
替え作業を行います。 

2. 休館中の本の返却は、ブックポスト（市政図書室は除く）をご利用ください。 
3. 市政図書室は平成３１年１月４日（金）から開館しますが、平成３１年１月７日

（月）までシステムが停止していますので、平成３１年１月４日（金）から１月７日（月）
までは館内での資料閲覧のみとなります。（１月６日（日）は休館） 

4. １２月２８日（金）午後７時から平成３１年１月８日（火）１０時まで図書館ホームページも
停止します。 

 

 年内 年始 

中央図書館・高幡図書館・日野図書館・ 

多摩平図書館・平山図書館・百草図書館 
１２月２８日（金）まで １月８日（火）から 

市政図書室 １２月２８日（金）まで １月４日（金）から 

ひまわり号 １２月２８日（金）まで １月１０日（木）から 

 

≪年末年始の貸出日と返却日、及び予約取置期限日の対照表≫ 

１２月１５日（金）から１２月２８日（木）までの間に借りられた本の貸出期間と、 
用意できた予約本の取り置き期間は、変則的に約３週間となります。 

貸出日・ 

予約資料割当日 
  

返却日・ 

予約資料取置き期限日 

12月 15日 土 → 

1月 8日 火 

12月 16日 日 → 

12月 17日 月 → 

（市政図書室のみ開館）  

12月 18日 火 → 

12月 19日 水 → 1月 9日 水 

12月 20日 木 → 1月 10日 木 

12月 21日 金 → 1月 11日 金 

12月 22日 土 → 1月 12日 土 

12月 23日 日 → 1月 13日 日 

12月 24日 月・祝 → 1月 14日 月・祝 

（市政図書室は休館）    （市政図書室は休館） 

12月 25日 火 → 1月 15日 火 

12月 26日 水 → 1月 16日 水 

12月 27日 木 → 1月 17日 木 

12月 28日 金  1月 18日 金 

≪年末年始のお知らせ≫ 
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中央図書館集会室についてのお知らせ 
 

平成 30年 12月から平成 31年 1月にかけて、図書貸出システムの入れ替えのため、 

中央図書館集会室で作業を行います。下記の期間は集会室をご利用いただけません。 

ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

≪問い合わせ≫中央図書館 042-586-0584 

 

 

図書館協力者（点訳者）募集 

目の不自由な方のリクエストに基づいて、本や雑誌等を点字にする、 

点訳者を募集します。 

 

対象：下記いずれにも該当する方 

１ 図書館やボランティアグループで１年以上のパソコン点訳の経験がある方 

２ Windowsのパソコンをお持ちで点訳作業に使用できる方 

３ 日野市内の図書館への来館が可能な方 

 

募集人数：若干名 

募集期間：平成 31年１月 31日（木）まで 

＊ 応募いただいた方とは、面談させていただきます。 

申し込み・問い合わせ：日野市立図書館障害者サービス担当 

電話 042-586-0584 

ご利用いただけない期間 

平成 30年 12 月 18日（火） ～ 平成 31年 1月 8日（火） 

 

※百草図書館談話室・高幡図書館読書会室は通常通りご利用いただけます。 
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日野宿発見隊第 87 弾 

日野宿発見隊 まち歩き会 
 

まちかど写真館めぐり 
 

日野宿発見隊は、平成 20 年 5 月から、地域のみなさまに提供

していただいた写真を「まちかど写真館  in ひの」と銘打ち、

まちなかの撮影当時と同一場所に写真パネルとして展示してい

ます。これらを訪ね歩き、まちの移り変わりを見つめます。  

12 月 15 日 （土）9：30～12：00 
 

まち歩きエリア：日野宿内   

集合場所：日野図書館駐車場（日野本町７－５－１４） 

募集定員：１５名 

募集期間：１２月４日（火）～１２月１３日（木） 

申込方法：日野図書館へ電話または来館 

【申し込み・問い合わせ】 日野図書館（日野宿発見隊事務局） 

            電話 ０４２‐５８４‐０４６７ 

 

 

 

 
 http://www.hinoshuku.com 

 

http://hinoshuku.com/blog/2008/05/-in.html
http://hinoshuku.com/index.html
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ひまわり号活動報告 
 

 

☆10月 14日（日）、日野中央公園で行われた 

“手をつなごう こどもまつり“に、今年もひまわり号が参加しました。

本の貸出だけでなく、ひまわり号の紙工作やぬりえなどたくさんの子ども

たちが楽しんでくれました。ありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

★11月 4日（日）「実践女子大学・常磐祭」に初めて参加しました。 

本の貸出や子ども向けの各種工作の 

ほか、昔のひまわり号や多摩平にあっ 

た電車図書館の写真パネルを展示しま 

した。昔を懐かしみながら、写真をご 

覧になっていらっしゃる方の姿もあり 

ました。 

学生の皆さんだけでなく、地域の方 

など多くの方にお越しいただき、広く 

図書館を PRすることができました。 
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図書館に入った 新 し い 本 
9月 28日から 10月 25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                                       

創造するということ 宇野 重規／著 筑摩書房 002 

振り返り手帳術 伊藤 精哉／著 新泉社 007 

昼は散歩、夜は読書。 三浦 展／著 而立書房 019 

絵本は心のへその緒 赤ちゃんに語りかけるということ  

松居 直／著 ブックスタート 019.5 

いま、息をしている言葉で。 「光文社古典新訳文庫」誕生秘話 

 駒井 稔／著 而立書房 021.4 

本屋の新井 新井 見枝香／著 講談社 023.91 

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

世界のエリートが学んでいる哲学・宗教の授業  

佐藤 優／著 PHP研究所 104/ｻ 

「死」とは何か イェール大学で 23年連続の人気講義  

シェリー・ケーガン／著 文響社 114.2 

なぜ私は一続きの私であるのか ベルクソン・ドゥルーズ・精神病理 

 兼本 浩祐／著 講談社 141.2 

老いと孤独の作法 山折 哲雄／著 中央公論新社 159 

定年まで待つな！ 一生稼げる逆転のキャリア戦略  

成毛 眞／著 PHP研究所 159 

イスラーム宗教警察 高尾 賢一郎／著 亜紀書房 167 

徹底検証神社本庁 その起源から内紛、保守運動まで  

藤生 明／著 筑摩書房 170.6 

浄土思想入門 古代インドから現代日本まで  平岡 聡／著 KADOKAWA 188.6 

わたしの家族の明治日本 ジョアンナ・シェルトン／著 文藝春秋 198.5 
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２００ 歴史・伝記・地理                                                

あなたは自由か 西尾 幹二／著 筑摩書房 204/ﾆ 

逆転の大戦争史 オーナ・ハサウェイ／著 文藝春秋 209.7 

語り継ぐこの国のかたち 半藤 一利／著 大和書房 210.4/ﾊ 

戦国の城の一生 つくる・壊す・蘇る 竹井 英文／著 吉川弘文館 214.7 

小田原藩 小田原は駿豆相の要、東海道は東西を結ぶ。 

地震・噴火からの復興は人々を鍛えた。 下重 清／著 現代書館 215 

日中戦争はスターリンが仕組んだ 誰が盧溝橋で発砲したか 

 鈴木 荘一／著 勉誠出版 217 

歴史で読む中国の不可解 岡本 隆司／著 日本経済新聞出版社 222 

モンゴル人の中国革命 楊 海英／著 筑摩書房 222.6 

民主主義とホロコースト ワイマール/ナチ時代のホワイトカラー 

根本 正一／著 現代書館 234 

胆斗の人 太田垣士郎 黒四で龍になった男 北 康利／著 文藝春秋 281/ｵ 

美智子さまの時代 写真集 朝日新聞出版／編 朝日新聞出版 288.4 

ヒトラーの家 独裁者の私生活はいかに演出されたか  

デスピナ・ストラティガコス／著 作品社 289.8/ﾋ 

続日本 100名城めぐりの旅 萩原 さちこ／著 学研プラス 291 

京都社寺めぐり 2018 昭文社 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 

東京 23区外さんぽ 泉 麻人／著 平凡社 291.36 

東京の橋 100選+100 紅林 章央／著 都政新報社 291.36 

神奈川ふるさと歴史散歩 神奈川歴史散歩の会／編 洋泉社 291.37 

京都 朝日新聞出版 291.62 

地図と地形で楽しむ大阪淀川歴史散歩 都市研究会／編 洋泉社 291.63 

k.m.p.の、タイぐるぐる。 k.m.p.／著ブックデザイン 東京書籍 292.37 

メルボルン案内 たとえば、こんな歩きかた  

小川 奈緒／文 パイインターナショナル 297.1 
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３００ 政治・経済・社会                                                                                           

沖縄報道 日本のジャーナリズムの現在 山田 健太／著 筑摩書房 302.1 

常識的で何か問題でも？ 反文学的時代のマインドセット 

 内田 樹／著 朝日新聞出版 304/ｳ 

もしも宇宙に行くのなら 人間の未来のための思考実験  

橳島 次郎／著 岩波書店 304/ﾇ 

あなたに伝えたい政治の話 三浦 瑠麗／著 文藝春秋 312.1 

北朝鮮がつくった韓国大統領 文在寅政権実録  

李 相哲／著 産経新聞出版 312.21 

アメリカの本気を見誤り、中国を「地獄」へ導く習近平の狂気 

 石 平／著 ビジネス社 312.22 

リベラル再生宣言 マーク・リラ／著 早川書房 312.53 

運命 文在寅自伝 文 在寅／著 岩波書店 312.8/ﾑ 

「表現の自由」の明日へ 一人ひとりのために、共存社会のために 

 志田 陽子／著 大月書店 316.1 

限界の現代史 イスラームが破壊する欺瞞の世界秩序  

内藤 正典／著 集英社 319 

現代語訳近代日本を形作った 22の言葉  

五箇条の御誓文から日本国憲法まで 片山 杜秀／著 朝日新聞出版 322.1 

夫の死後、お墓・義父母の問題をスッキリさせる本  

大崎 美生／著 日本実業出版社 324.6 

不安解消！出所者支援 わたしたちにできること  

掛川 直之／編著 旬報社 326.5 

チャイナ・イノベーション データを制する者は世界を制する  

李 智慧／著 日経 BP社 332.22 

移民の子どもと世代間社会移動 連鎖する社会的不利の克服に向けて 

 OECD／編著 明石書店 334.4 

稲盛和夫魂の言葉 108 稲盛 和夫／述 宝島社 335.1 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

プレゼン資料劇的改善テクニック たった 1分で「伝わる！」に変える 

 吉岡 豊／著 秀和システム 336.1 

いちばん大切なのに誰も教えてくれない段取りの教科書  

水野 学／著 ダイヤモンド社 336.2 

セキュアベース・リーダーシップ <思いやり>と<挑戦>で限界を超えさせる 

ジョージ・コーリーザー／著 プレジデント社 336.3 

ミスよけ大全 失敗を予防するちょっとした仕組み 160  

中島 孝志／著 三笠書房 336.4 

入門 AI と金融の未来 野口 悠紀雄／著 PHP研究所 338 

銀行員が消える日 山田 厚史／著 宝島社 338.21 

共感スイッチ 浜崎 慎治／著 中央公論新社 361.4 

僕たちはどう伝えるか 人生を成功させるプレゼンの力  

              中田 敦彦／著 宝島社 361.4 

図解平成オタク３０年史 平成オタク研究会／編 新紀元社 361.5 

働き方改革のすべて 岡崎 淳一／著 日本経済新聞出版社 366.1 

最低賃金 1500円がつくる仕事と暮らし 「雇用崩壊」を乗り越える 

 後藤 道夫／編 大月書店 366.4 

ビンボーでも楽しい定年後 森永 卓郎／著 中央公論新社 367.9 

「身体(からだ)を売る彼女たち」の事情 自立と依存の性風俗 

 坂爪 真吾／著 筑摩書房 368.4 

サカナとヤクザ 暴力団の巨大資金源「密漁ビジネス」を追う 

 鈴木 智彦／著 小学館 368.5 

虐殺のスイッチ 一人すら殺せない人が、なぜ多くの人を殺せるのか？ 

 森 達也／著 出版芸術社 368.6 

社会を希望で満たす働きかた ソーシャルデザインという仕事 

 今中 博之／著 朝日新聞出版 369 

漂流児童 福祉施設の最前線をゆく 石井 光太／著 潮出版社 369.4 

国境なき助産師が行く 難民救助の活動から見えてきたこと 

 小島 毬奈／著 筑摩書房 369.9 

諸外国の生涯学習 文部科学省生涯学習政策局／編 明石書店 379 
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４００ 科学・生物・医学                                                                    

科学の迷信 世界をまどわせた思い込みの真相  

日経ナショナルジオグラフィック社 404 

魂に息づく科学 ドーキンスの反ポピュリズム宣言  

リチャード・ドーキンス／著 早川書房 404/ﾄ 

論文を書くための科学の手順 山田 俊弘／著 文一総合出版 407 

少しかしこくなれる確率・統計の話 横山 明日希／監修 笠倉出版社 417 

無限の宇宙 ホーキング博士とわたしの旅  

ジェーン・ホーキング／著 静山社 420.28/ﾎ 

シミュレート・ジ・アース 未来を予測する地球科学  

河宮 未知生／著 ベレ出版 450 

地球 46億年気候大変動 炭素循環で読み解く、地球気候の過去・現在・未来 

 横山 祐典／著 講談社 451.8 

日本列島の下では何が起きているのか  

列島誕生から地震・火山噴火のメカニズムまで 中島 淳一／著 講談社 455.1 

プランクトンハンドブック 淡水編 中山 剛／著 文一総合出版 468.6 

損する顔得する顔 山口 真美／著 朝日新聞出版 469.4 

鳥が好きすぎて、すみません  

驚異の能力、人生の楽しみ方、鳥たちとの暮らしから教わったたくさんのこと  

細川 博昭／著 誠文堂新光社 488 

あなたの主治医が名医に変わる本  

いい医療を受けたい患者のパフォーマンス学   

佐藤 綾子／著 マキノ出版 490.4/ｻ 

「こころ」はいかにして生まれるのか 最新脳科学で解き明かす「情動」 

 櫻井 武／著 講談社 491.37 

医師に「運動しなさい」と言われたら最初に読む本  

中野 ジェームズ修一／著 日経 BP社 492.5 

高血圧の毎日ごはん 「血圧が高め」といわれたその日から 

 佐藤 直樹／病態監修 女子栄養大学出版部 493.25 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

脳科学者の母が、認知症になる  

記憶を失うと、その人は“その人”でなくなるのか？ 

 恩蔵 絢子／著 河出書房新社 493.75 

カサンドラ症候群 身近な人がアスペルガーだったら  

岡田 尊司／著 KADOKAWA 493.76 

アレルギーっ子ママが気づいた親子のハッピーチョイス！  

ホリスティックドクター監修 岸 紅子／著 かざひの文庫 493.93 

100年を生きる 心臓との付き合い方 天野 篤／著 セブン&アイ出版 494.64 

自分で治す！顎関節症 藤原 邦康／著 洋泉社 497.3 

救急救命士になるには 益田 美樹／著 ぺりかん社 498.14 

「日本人の体質」研究でわかった長寿の習慣  

奥田 昌子／著 青春出版社 498.38 

抗がん剤の世界的権威が伝授！最強の野菜スープ活用レシピ 

 前田 浩／著 マキノ出版 498.58 

自然ぐすり生活  

からだとこころの不調をととのえる初めてのフィトテラピーノート 

南上 夕佳／著 ワニブックス 499.87 

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

見える化 4.0 AI×IoTで「稼ぐ力」を取り戻せ！  

木村 尚敬／著 日本経済新聞出版社 509.6 

日本のダム美 近代化を支えた石積み堰堤  

川崎 秀明／著 ミネルヴァ書房 517.7 

東京湾岸地域づくり学 日本橋、月島、豊洲、湾岸地域の解読とデザイン 

 志村 秀明／著 鹿島出版会 518.8 

HOPE 都市・企業・市民による気候変動総力戦  

マイケル・ブルームバーグ／著 ダイヤモンド社 519.3 

北海道小清水「オホーツクの村」ものがたり  

人工林を原始の森へ 40年の活動誌 竹田津 実／著 平凡社 519.81 
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◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 

大坂城全史 歴史と構造の謎を解く 中村 博司／著 筑摩書房 521.8 

日本の最も美しい赤レンガの名建築  

歴史的建物研究会／著 エクスナレッジ 523.1 

最高の工事写真の撮り方 国土交通省デジタル写真管理情報 基準最新対応版 

 中野 裕／写真・著 エクスナレッジ 525.5 

ツウになる！バスの教本 バス好きとの会話が盛り上がる！ 

 広田 民郎／著 秀和システム 537.9 

宇宙・天文で働く 本田 隆行／著 ぺりかん社 538.9 

脱原発党宣言 カンカンガクガク対談 菅 直人／著 みやび出版 543.4 

よくわかる最新量子コンピュータの基本と仕組み  

数式なしで学ぶ未来のコンピュータ 長橋 賢吾／著 秀和システム 548.7 
ウイスキー&シングルモルト完全ガイド PAMPERO／編著 池田書店 588.5 

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

地域の食をブランドにする！ 食のテキストを作ろう  

金丸 弘美／著 岩波書店 601 

隠れ共産党宣言 小松 泰信／著 新日本出版社 611.1 

新宿駅の小さな店ベルクは、なぜいつも満席なのか？  

熱狂的に愛されるお店・会社をつくる 6つの秘密  

中山 マコト／著 現代書林 673 

炎上しない企業情報発信 ジェンダーはビジネスの新教養である 

 治部 れんげ／著 日本経済新聞出版社 674 

物を売るバカ ２ 川上 徹也／著 KADOKAWA 675 

トランプ貿易戦争 日本を揺るがす米中衝突  

木内 登英／著 日本経済新聞出版社 678 

駅の文字、電車の文字 鉄道文字の源流をたずねる  

中西 あきこ／著 鉄道ジャーナル社 686 

鉄道とファン大研究読本 私たち車両限界、超えました  

久野 知美／著 カンゼン 686 

リニア亡国論 これでもあなたは“夢の超特急”に乗る気になれるか！？ 

 船瀬 俊介／著 ビジネス社 686.21 
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◆◆◆６００ 産業・交通・通信（つづき）◆◆◆ 

日本懐かし遊園地大全 まだある、もうない昭和の遊園地 

 佐々木 隆／著 辰巳出版 688.4 

テーマ別風景印大百科 Vol.3 日本郵趣出版 693.8 

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

蘇る天平の夢 興福寺中金堂再建まで。25年の歩み  

多川 俊映／著 集英社インターナショナル 718 

もっと知りたい慶派の仏たち 根立 研介／著 東京美術 718.3 
へんな西洋絵画 山田 五郎／著 講談社 723 

もっと知りたいムンク 生涯と作品 千足 伸行／監修・著 東京美術 723.3/ﾑ 

エドゥアール・マネ 西洋絵画史の革命 三浦 篤／著 KADOKAWA 723.8/ﾏ 

水彩からはじめる、新しい風景画の世界  

透明水彩 不透明水彩アクリル 鉛筆 カラーインク オリジナル絵の具  

渡辺 哲也／著 日本文芸社 724.4 

音叉 エドワード・ゴーリー／著 河出書房新社 726.5 

美しいかなの年賀状 絵模様のあるはがきや料紙に毛筆で書く新春のご挨拶 

 井上 蒼雨／著 知道出版 728 

仕事を効率化するビジネス文具 菅 未里／著 ポプラ社 729 

つくって楽しむわら工芸 ２ 農山漁村文化協会 754 

もっと知りたい刀剣 名刀・刀装具・刀剣書  

内藤 直子／監修・著 東京美術 756.6 

ハイパーホビー VOL.11 徳間書店 759 

東欧音楽綺譚  クルレンツィス・跛行の来訪神・ペトルーシュカ 

 伊東 信宏／著 音楽之友社 762.34 

メンデルスゾーンの音符たち 池辺晋一郎の「新メンデルスゾーン考」 

 池辺 晋一郎／著 音楽之友社 762.8/ﾒ 

メトロポリタン歌劇場 歴史と政治がつくるグランドオペラ  

チャールズ・アフロン／著 みすず書房 766.1 

童謡百年史 童謡歌手がいた時代 井上 英二／著 論創社 767.7 
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

イントロの法則 80's 沢田研二から大滝詠一まで  

スージー鈴木／著 文藝春秋 767.8 

「演劇の街」をつくった男 本多一夫と下北沢 本多 一夫／語り ぴあ 772.1 

あの映画に、この鉄道 川本 三郎／著 キネマ旬報社 778.21 

愛し続ける私 十朱 幸代／著 集英社 778.28/ﾄ 

日本懐かしアニソン大全 あの頃の詩あの頃のメロディ  

腹巻猫／著 辰巳出版 778.7 

伏見工業伝説 泣き虫先生と不良生徒の絆 益子 浩一／著 文藝春秋 783.4 

ゴルフは科学で上手くなる！ 科学が明かすスイングの原則と上達法 

 石井 忍／著 日本文芸社 783.8 

町田樹の世界 ワールド・フィギュアスケート／編 新書館 784.6 

鹿児島県・沖縄県の山 川野 秀也／著 山と溪谷社 786.1 

55歳からのやってはいけない山歩き 野村 仁／著 青春出版社 786.1 

知識ゼロでもわかる！クロスバイクの教科書  

用具選び、サイズ選び、フィッティング、乗り方、洗車、メンテ&カスタム  

スタジオタッククリエイティブ 786.5 

船江流「詰み」から逆算する終盤術 船江 恒平／著 NHK出版 796 

 

８００ 語学                                                        

論破力 ひろゆき／著 朝日新聞出版 809.6 

全国マン・チン分布考 松本 修／著 集英社インターナショナル 814.9 

つたえるエッセイ 心にとどく文章の書き方 重里 徹也／著 新泉社 816 

大人に必要な「読解力」がきちんと身につく読みトレ  

吉田 裕子／著 大和書房 817.5 

写真で見る看板・標識・ラベル・パッケージの英語表現  

ランサムはな／著 クロスメディア・ランゲージ 834 

ティムとヤンのドイツ語講座 Martin Fritz／著 三修社 847.8 

ニューエクスプレスプラス ブラジルポルトガル語  

香川 正子／著 白水社 869 
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９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

父より娘へ谷崎潤一郎書簡集 鮎子宛書簡二六二通を読む 

 谷崎 潤一郎／著 中央公論新社 910.2/ﾀ 

胃弱・癇癪・夏目漱石 持病で読み解く文士の生涯  

山崎 光夫／著 講談社 910.2/ﾅ 

堀田善衞を読む 世界を知り抜くための羅針盤  

池澤 夏樹／著 集英社 910.2/ﾎ 

いにしえの恋歌 和歌と漢詩の世界 彭 丹／著 筑摩書房 911.1 

和歌文学大系 48 久保田 淳／監修 明治書院 911.1 

天国と、とてつもない暇 最果 タヒ／著 小学館 911.5/ｻ 

火を焚きなさい 山尾三省の詩のことば 山尾 三省／著 野草社 911.5/ﾔ 

またここか 坂元 裕二／著 リトルモア 912.6/ｻ 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

泥棒たちの十番勝負 長篇ユーモア・ピカレスク  

赤川 次郎／著 徳間書店 913.6/ｱｶｶ 

居酒屋ぼったくり １０ 秋川 滝美／著 アルファポリス 913.6/ｱｷｶ 

星詠師の記憶 阿津川 辰海／著 光文社 913.6/ｱﾂｶ 

凛の弦音(つるね) 我孫子 武丸／著 光文社 913.6/ｱﾋｺ 

ウェディングプランナー 五十嵐 貴久／著 祥伝社 913.6/ｲｶﾗ 

下町ロケット ４ 池井戸 潤／著 小学館 913.6/ｲｹｲ 

男たちの船出 伊東 潤／著 光文社 913.6/ｲﾄｳ 

ハラスメントゲーム 井上 由美子／著 河出書房新社 913.6/ｲﾉｳ 
ひゃっか！ 全国高校生花いけバトル 今村 翔吾／著 文響社 913.6/ｲﾏﾑ 

Matt 岩城 けい／著 集英社 913.6/ｲﾜｷ 

少女たちは夜歩く 宇佐美 まこと／著 実業之日本社 913.6/ｳｻﾐ 

一緒にお墓に入ろう 江上 剛／著 扶桑社 913.6/ｴｶﾐ 

車輪の上 乙武 洋匡／著 講談社 913.6/ｵﾄﾀ 

探偵は教室にいない 川澄 浩平／著 東京創元社 913.6/ｶﾜｽ 

はぴはぴくるねこ ３ くるねこ大和／著 KADOKAWA 913.6/ｸﾙﾈ 

あれは誰を呼ぶ声 小嵐 九八郎／著 アーツアンドクラフツ 913.6/ｺｱﾗ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

エムエス 継続捜査ゼミ ２ 今野 敏／著 講談社 913.6/ｺﾝﾉ 

建設現場 坂口 恭平／著 みすず書房 913.6/ｻｶｸ 

最終標的 笹本 稜平／著 徳間書店 913.6/ｻｻﾓ 

どんまい 重松 清／著 講談社 913.6/ｼｹﾏ 

人喰観音 篠 たまき／著 早川書房 913.6/ｼﾉ 

岬 柴田 翔／著 幻戯書房 913.6/ｼﾊﾀ 

リベンジ 柴田 哲孝／著 双葉社 913.6/ｼﾊﾀ 

春は始まりのうた マイ・ディア・ポリスマン  

小路 幸也／著 祥伝社 913.6/ｼﾖｳ 

ヌルラン 辛酸 なめ子／著 太田出版 913.6/ｼﾝｻ 

高天原-厩戸皇子の神話 周防 柳／著 集英社 913.6/ｽｵｳ 

14歳、明日の時間割 鈴木 るりか／著 小学館 913.6/ｽｽｷ 

古事記異聞 ２ 高田 崇史／著 講談社 913.6/ﾀｶﾀ 

穴あきエフの初恋祭り 多和田 葉子／著 文藝春秋 913.6/ﾀﾜﾀ 
深淵の色は 佐川幸義伝 津本 陽／著 実業之日本社 913.6/ﾂﾓﾄ 

ドライブインまほろば 遠田 潤子／著 祥伝社 913.6/ﾄｵﾀ 

零號琴 飛 浩隆／著 早川書房 913.6/ﾄﾋ 

その先の道に消える 中村 文則／著 朝日新聞出版 913.6/ﾅｶﾑ 
魔拳のデイドリーマー １５ 西 和尚／著 アルファポリス 913.6/ﾆｼ 

掟上今日子の乗車券 西尾 維新／著 講談社 913.6/ﾆｼｵ 

十津川警部両国駅 3番ホームの怪談 西村 京太郎／著 講談社 913.6/ﾆｼﾑ 

ねじれびと 原 宏一／著 祥伝社 913.6/ﾊﾗ 

沈黙のパレード 東野 圭吾／著 文藝春秋 913.6/ﾋｶｼ 

白の王 廣嶋 玲子／著 東京創元社 913.6/ﾋﾛｼ 

群青の魚 福澤 徹三／著 光文社 913.6/ﾌｸｻ 

ハロー・ワールド 藤井 太洋／著 講談社 913.6/ﾌｼｲ 

転生したらスライムだった件 １３ 伏瀬／著 マイクロマガジン社 913.6/ﾌｾ 

のんびり VRMMO記 ８ まぐろ猫@恢猫／著 アルファポリス 913.6/ﾏｸﾛ 

30センチの冒険 三崎 亜記／著 文藝春秋 913.6/ﾐｻｷ 

走馬灯症候群 嶺里 俊介／著 双葉社 913.6/ﾐﾈｻ 

刀と算盤 馬律流青春雙六 谷津 矢車／著 光文社 913.6/ﾔﾂ 



17 

 

◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

第六天の魔王なり 吉川 永青／著 中央公論新社 913.6/ﾖｼｶ 

魔法学校の落ちこぼれ ６ 梨香／著 アルファポリス 913.6/ﾘｶ 

決戦！設楽原 武田軍 vs.織田・徳川軍 宮本 昌孝／著 講談社 913.6/ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

毎日、ふと思う １７ 帆帆子の日記 浅見 帆帆子／著 廣済堂出版 914.6/ｱｻﾐ 

ドイツ職人紀行 池内 紀／著 東京堂出版 914.6/ｲｹｳ 

日本よ、完全自立を 石原 慎太郎／著 文藝春秋 914.6/ｲｼﾊ 

酒と人生の一人作法 太田 和彦／著 亜紀書房 914.6/ｵｵﾀ 

人生は還暦から！ 終活なんてまだまだ早い！  

小山内 美江子／著 ヨシモトブックス 914.6/ｵｻﾅ 

あとがき 片岡 義男／著 晶文社 914.6/ｶﾀｵ 

母の教え 10年後の『悩む力』 姜 尚中／著 集英社 914.6/ｶﾝ 

うらさだ さだまさしとゆかいな仲間たち／著 小学館 914.6/ｻﾀ 

ひとりメシの極意 東海林 さだお／著 朝日新聞出版 914.6/ｼﾖｳ 

六十歳からの人生 老いゆくとき、わたしのいかし方  

曽野 綾子／著 興陽館 914.6/ｿﾉ 

人生の十か条 辻 仁成／著 中央公論新社 914.6/ﾂｼ 

新・旧銀座八丁 東と西 坪内 祐三／著 講談社 914.6/ﾂﾎｳ 

彗星の孤独 寺尾 紗穂／著 スタンド・ブックス 914.6/ﾃﾗｵ 

童話作家のおかしな毎日 富安 陽子／作 偕成社 914.6/ﾄﾐﾔ 

出会って別れて、なぜ悪い？ 松尾 スズキ／著 朝日新聞出版 914.6/ﾏﾂｵ 

母の老い方観察記録 松原 惇子／著 海竜社 914.6/ﾏﾂﾊ 

アディオス！ジャパン 日本はなぜ凋落したのか  

真山 仁／著 毎日新聞出版 914.6/ﾏﾔﾏ 

となりの脳世界 村田 沙耶香／著 朝日新聞出版 914.6/ﾑﾗﾀ 

好日日記 季節のように生きる  

森下 典子／著 パルコエンタテインメント事業部 914.6/ﾓﾘｼ 

女ですもの泣きはしない 湯川 れい子／著 KADOKAWA 914.6/ﾕｶﾜ 

「違うこと」をしないこと 吉本 ばなな／著 KADOKAWA 914.6/ﾖｼﾓ 

昼夜日記 坪内 祐三／著 本の雑誌社 915.6/ﾂﾎｳ 
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◆◆◆９１４．６～９１７ 日本のエッセイ（つづき）◆◆◆ 

 “介護後”うつ 「透明な箱」脱出までの 13年間  

安藤 和津／著 光文社 916/ｱﾝﾄ 

許せないを許してみる 籠池のおかん「300日」本音獄中記  

籠池 諄子／著 双葉社 916/ｶｺｲ 

最後の「愛してる」 山下弘子、5年間の愛の軌跡  

前田 朋己／著 幻冬舎 916/ﾏｴﾀ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

フィフティ・ピープル チョン セラン／著 亜紀書房 929.1/ﾁ 

パトリック・メルローズ １ エドワード・セント・オービン／著 早川書房 933/ｾ 

ブラック・スクリーム ジェフリー・ディーヴァー／著 文藝春秋 933/ﾃ 

トム・ハザードの止まらない時間 マット・ヘイグ／著 早川書房 933/ﾍ 

私が愛する世界 ソニア・ソトマイヨール／著 亜紀書房 934/ｿ 

シエラレオネの真実 父の物語、私の物語  

アミナッタ・フォルナ／著 亜紀書房 934/ﾌ 

背後の世界 トーマス・メレ／著 河出書房新社 944/ﾒ 

83 1/4歳の素晴らしき日々 ヘンドリック・フルーン／著 集英社 949.3/ﾌ 

ブリット＝マリーはここにいた  

フレドリック・バックマン／著 早川書房 949.8/ﾊ 

チェコ SF短編小説集 ヤロスラフ・オルシャ・jr.／編 平凡社 989.5 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

三毛猫ホームズの騎士道 赤川 次郎／著 光文社 BN/ｱｶ 

首無し女中 もんなか紋三捕物帳 井川 香四郎／著 双葉社 BN/ｲｶ 

蘇える鬼平犯科帳 池波正太郎と七人の作家  

池波 正太郎／著 文藝春秋 BN/ｲｹ 

罪の巨人と銀時計のアイア 石川 湊／著 KADOKAWA BN/ｲｼ 

竈河岸 髪結い伊三次捕物余話 [15] 宇江佐 真理／著 文藝春秋 BN/ｳｴ 

仕掛 禁裏付雅帳 7 上田 秀人／著 徳間書店 BN/ｳｴ 

十五年目の復讐 浦賀 和宏／著 幻冬舎 BN/ｳﾗ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

女敵討ち 取次屋栄三 19 岡本 さとる／著 祥伝社 BN/ｵｶ 

深呼吸の必要 長田 弘／著 角川春樹事務所 BN/ｵｻ 

拳の先 角田 光代／著 文藝春秋 BN/ｶｸ 

祇園白川小堀商店レシピ買います 柏井 壽／著 新潮社 BN/ｶｼ 

青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない  

鴨志田 一／著 KADOKAWA BN/ｶﾓ 

猛犬、月に咆える わんわん武士道 [2] 経塚 丸雄／著 双葉社 BN/ｷﾖ 

滅び時だと彼女は告げた #異能犯罪捜査<零局>  

久我 悠真／著 KADOKAWA BN/ｸｶ 

戦国武将殺人紀行 歴女美人探偵アルキメデス  

鯨 統一郎／著 実業之日本社 BN/ｸｼ 

人生花道 恋がらす事件帖 [4] 黒木 久勝／著 双葉社 BN/ｸﾛ 

出奔 天文方・伊能忠敬 小杉 健治／著 朝日新聞出版 BN/ｺｽ 

木枯らしの 吉原裏同心抄 4 佐伯 泰英／著 光文社 BN/ｻｴ 

泣く女 ひなた屋おふく 坂岡 真／著 光文社 BN/ｻｶ 

金曜日の女 笹沢 左保／著 祥伝社 BN/ｻｻ 

司波達也暗殺計画 １ 魔法科高校の劣等生 佐島 勤／著 KADOKAWA BN/ｻﾄ 

柴田元幸ベスト・エッセイ 柴田 元幸／編著 筑摩書房 BN/ｼﾊ 

迷い熊衛(まも)る 長屋道場騒動記 2 芝村 凉也／著 双葉社 BN/ｼﾊ 

ひょうたん あやかし同心捕物控 [2] 霜島 けい／著 光文社 BN/ｼﾓ 

神童 高嶋 哲夫／著 幻冬舎 BN/ﾀｶ 

霞の衣 臨時廻り同心山本市兵衛 藤堂 房良／著 光文社 BN/ﾄｳ 

ふたり秘剣 隠目付江戸秘帳 [6] 鳥羽 亮／著 光文社 BN/ﾄﾊ 

あめんぼう 御納屋侍伝八郎奮迅録 長辻 象平／著 双葉社 BN/ﾅｶ 

毒虫 北町奉行所捕物控 4 長谷川 卓／著 祥伝社 BN/ﾊｾ 

怒濤 鹿取警部補 [2] 浜田 文人／著 角川春樹事務所 BN/ﾊﾏ 

十万石の新大名 御庭番の二代目 8 氷月 葵／著 二見書房 BN/ﾋｽ 

死者ノ棘 黎 日野 草／著 祥伝社 BN/ﾋﾉ 

サムデイ 警視庁公安第五課 [2] 福田 和代／著 幻冬舎 BN/ﾌｸ 

出入物吟味人 日暮左近事件帖 [2] 藤井 邦夫／著 光文社 BN/ﾌｼ 

恋の櫛 人情江戸彩時記 藤原 緋沙子／著 新潮社 BN/ﾌｼ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

仕掛け絵本の少女 堀川 アサコ／著 小学館 BN/ﾎﾘ 

ある女の証明 まさき としか／著 幻冬舎 BN/ﾏｻ 

湖底の光芒 長編推理小説 松本 清張／著 光文社 BN/ﾏﾂ 

「ない仕事」の作り方 みうら じゅん／著 文藝春秋 BN/ﾐｳ 

助っ人刑事(デカ) 南 英男／著 徳間書店 BN/ﾐﾅ 

京の縁結び 縁見屋と運命の子 三好 昌子／著 宝島社 BN/ﾐﾖ 

安政三天狗 山本 周五郎／著 河出書房新社 BN/ﾔﾏ 

おどみの殿でこころざせ 少年陰陽師 [53] [厳霊編] [4]  

結城 光流／著 KADOKAWA BN/ﾕｳ 

もののけ裁き ゆめ姫事件帖 [7] 和田 はつ子／著 角川春樹事務所 BN/ﾜﾀ 

少年ミステリー倶楽部 傑作推理小説集  

ミステリー文学資料館／編 光文社 BN 

黒海に消えた金塊を奪取せよ 上・下  

クライブ・カッスラー／著 扶桑社 B/ｶﾂ 

無痛の子 リサ・ガードナー／著 小学館 B/ｶﾄ 

三つの物語 フローベール／著 光文社 B/ﾌﾛ 

アルマダ王子現わる 宇宙英雄ローダン・シリーズ 578 

アルント・エルマー／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

災難ナンバー３ 宇宙英雄ローダン・シリーズ 579 

H.G.フランシス／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

 

Ｔ 暮らし                                                

健康長寿は靴で決まる かじやま すみこ／著 文藝春秋 T0 

45歳からの自分を大事にする暮らし 堀川 波／著 エクスナレッジ T0 

スーパー主婦井田典子の「だ・わ・へ・し」片づけ術  

井田 典子／監修 宝島社 T0 

型紙いらずの着物リメイク 羽織と帯でつくるワードローブ  

松下 純子／著 河出書房新社 T11 

私の、ブラウスプルオーバー 何度もくり返し作りたい  

香田 あおい／著 日本ヴォーグ社 T11 
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

和文様の編み込みミトン&手袋 レディス・メンズ手袋とレディスミトン 28 

 日本ヴォーグ社 T13 

手編みを楽しむ日々の巻きもの 簡単なものから、こだわりのデザインまで 

 ブティック社 T13 

Veritecoの刺繡図鑑 浅田 真理子／著 文化学園文化出版局 T15 

モチーフをつないで作る動物のあみぐるみ 城戸 珠美／著 日東書院本社 T16 

こうの早苗のパッチワークとソーイング バッグ、キルト、ワンピース… 

 こうの 早苗／著 日本ヴォーグ社 T18 

楽しく学べる！ポーチの教室 大事なポイントをギュッとまとめました！ 

 日本ヴォーグ社 T19 

“動物の精神科医”が教える犬の咬みグセ解決塾  

奥田 順之／著 ワニブックス T3 

ペットと葬式 日本人の供養心をさぐる 鵜飼 秀徳／著 朝日新聞出版 T3 

おいしい料理は、すべて旅から教わった 荻野 恭子／著 KADOKAWA T40 

アフロえみ子の四季の食卓 レシピがいらない！  

稲垣 えみ子／著 マガジンハウス T41 

すりながしのレシピ 旬野菜とだしで作るからだにやさしい日本のスープ 

 長島 博／著 誠文堂新光社 T41 

やわらかいごちそう シニアもうれしい 川上 文代／著 辰巳出版 T41 

焼き菓子アレンジブック ひと味ちがったおいしさが作れる 

 熊谷 裕子／著 旭屋出版 T46 

おいしい紅茶の図鑑 茶葉 89種類の味わい、香り、淹れ方を紹介 

山田 栄／監修 主婦の友社 T47 

うちの台所道具 おいしいを作る道具 54と、そこから生まれるレシピ 

 ワタナベ マキ／著 主婦と生活社 T48 

わが家にウッドデッキを作ろう  

ウッドデッキパラダイス お宅訪問でデッキ拝見 芸文社 T5 

コケリウム コケでつくるはじめてのテラリウム  

陶 武利／監修 笠倉出版社 T6 
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

お母さん精神科医の育児クリニック 

 元「研修医なな子」がお答えします 泉 薫子／著 集英社 T9 

パパとママの育児戦略 ファザーリング・ジャパン／著 repicbook T9 

 

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

幕末会津藩松平容保の慟哭 北方領土を守った男たちの最期 

 鈴木 荘一／著 勉誠出版 SB5.2 

新史料からわかった新選組の真実 菊地 明／著 洋泉社 SB5.6 

市町村役場便覧 平成 31年版  

日本加除出版株式会社編集部／編 日本加除出版 SG1 

「学校図書館ガイドライン」活用ハンドブック 解説編  

堀川 照代／編著 悠光堂 SU7 

自治体環境行政法 北村 喜宣／著 第一法規 SX0 

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

名前から引く人名辞典 ２  

日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ R281 

世界毒草百科図鑑 エリザベス・A.ダウンシー／著 原書房 R471.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

『ドルの価値/賢者の贈り物 他 21編』 

O.ヘンリー／著 芹澤 恵／訳 2007 年 光文社 

 

１２月になり、すっかり寒くなりましたね。そろそろクリスマスシーズンです。 

ということで、この時期にぴったりの本を紹介します。 

『ドルの価値／賢者の贈り物 他 21 編』に載っている「賢者の贈り物」は、クリスマスにぴ

ったりの心温まるおはなしです。 

あまりに有名なのであらすじの説明は省略します。もう知ってるよ、という方もクリスマス

前にもう一度読んでみてはどうでしょうか。 

２０世紀初頭のアメリカの作家、０．ヘンリーの代表作です。生涯に書いた短編は４００篇

近くあります。この本はその中からの傑作選です。もう一つの代表作「最後の一葉」も収録さ

れています。こちらも舞台はニューヨークのマンハッタンです。秋～初冬におすすめです。 

その他２１の短編もどれも外れがありません。最後に見事なオチがありとにかく面白いです。 

「意中の人」「十月と六月」「ミス・マーサのパン」のオチが私の中ではベスト３です。 

文庫なので持ち運びに便利、短編集なので短い時間でも一つのお話を読みきれる、文字が比

較的大きいので読みやすい、という点から光文社版を紹介しました。他の出版社からも出てい

るので違う訳者のものと読み比べてみるのも楽しいかも知れません。 （Ｒ） 

   

12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】   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 20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 12 月 1 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 
   

 

 

17 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 

 

 

18 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 

9 日 

23 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

13 日   

 

27 日 

10 日   

 

24 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 

11 日 

 

25 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 12月・1月巡回日程 


