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『探偵は教室にいない』

　表紙の本  

　

北海道の中学に通う少女・真史は、差出人不明の
ラブレターをめぐって、幼馴染みの少年・歩と 9
年ぶりに再会を果たし…。日々のなかで出会うさ
さやかな謎を通して、少年少女たちが新たな扉を
開く瞬間を切り取った 4つの物語。。

川澄 浩平/著  …北海道出身の作家を応援しよう！ 

≪第28回鮎川哲也賞受賞≫



読みふける

私はあなたの瞳の林檎 
舞城 王太郎 /著

玉瀬家、休業中。
まさき としか /著 

ぎりぎりの本屋さん
まはら 三桃 /ほか著 

マレスケの虹
森川 成美/作 

 

14 歳、明日の時間割

鈴木 るりか /著 
　ずっと好きで好きで仕
方がない初恋の女の子。
僕の告白はいつだって
笑ってかわされ…。表題
作をはじめ全 3 作を収
録。思春期に直面する壁
に、恋のパワーで挑む“甘
酸っぱい”作品集。『群像』
掲載に書き下ろしを加え
て書籍化。

　何もかも元旦那に持って

いかれた、超マイナス思考

の澪子。ある日、姉の香波

が金の無心にやってきて、

ひさしぶりに実家で暮らす

ことを提案する。澪子は、

娘たちの出戻りを笑い飛ば

す母のがさつさに傷つくが

…。掲載を文庫化。

　商店街の奥にある、な
ぜかつぶれないぎりぎり
の本屋さんに来るのは、
何かに追われて、ぎりぎ
りのお客さんばかりで
…。児童文学のトップラ
ンナー 5 人によるリレー
小説第 2 弾。「本屋さん
にまつわる 10 の質問」
コーナーも収録。

　日系二世の少年マレス
ケは、よろず屋を営む祖
父の元で貧しくも平和に
暮 ら し て い た。だ が、
1941 年 12 月、日本軍が
真珠湾を攻撃して…。第
二次世界大戦期のアメリ
カ・ハワイを舞台に描く、
少年が生きた“戦争”。

　中学校を舞台に、時
間割に見立てた 7編の
短編で、現代人の苦悩、
笑い、絆、友情、想い
を鮮やかに描写する。
笑って笑って、ホロッ
と泣かせる、胸に迫る
青春群像。中学生作家
の小説第 2弾。

ぼくは朝日
　朝倉 かすみ /著 

 　小 4の朝日、マイペー
スな父、母代わりのしっ
かり者の姉、愛猫のくろ
ちゃん、そして家族を取
り巻く個性豊かな人々。
共に笑い、泣き、怒りな
がら家族の絆は強くなっ
ていくが…。『パンプキ
ン』連載を加筆修正して
単行本化。。



宇佐美 まこと /著 
 　誰もがこの魔界の罠に

ハマる！　狂気の恋に落

ちた女子高生、不治の病

に冒された男、死んだ人

間が見える女など、街の

中心にある城山の魔界に

からめとられた人々。こ

の街で次々起こる不穏な

事件の真相は…。ミステ

リー＆ホラー。

New 新しい本

　 　愛してやまない家族のこ

と、不思議な縁で結ばれた

両親のこと、童話作家に

なったきっかけ…。童話作

家・富安陽子が自身のルー

ツをファンタジーぬきで綴

る。偕成社のホームページ

に連載されたものを中心に

まとめたエッセイ集。

　

本のリクエストや予約もお気軽に！

春は始まりのうた

ラストラン

高天原-厩戸皇子の神話 童話作家のおかしな毎日

あさの あつこ /著 

　小路 幸也 /著 

富安 陽子 /作 周防 柳 /著 

　“もう一度勝負した
い”。努力型の加納碧李
と天才型の三堂貢。再
戦を誓った大会を前に、
ライバルがまさかの出
場停止 !? 高校生ラン
ナーの青春を描く、シ
リーズ最終巻。『小説幻
冬』連載を単行本化。

　東楽観音寺交番に赴任

して 3 年。宇田巡の周囲

で、白い化け物がでると

いう奇妙な事件が。一方、

巡の彼女で、伝説の掏摸

の血を受け継ぐマンガ家・

楢島あおいは、巡を見張

る男に気づき…。WEB マ

ガジン『コフレ』連載を

書籍化。

　「古事記」「日本書紀」
の元となり、大化の改新
の端緒となった乙巳の変
で消失した < 初の国史 >。
蘇我馬子の命で聖徳太子
が編んだ国史をめぐる時
代小説。集英社 WEB 文芸
『レンザブロー』、『青春
と読書』掲載に加筆・修
正。

少女たちは夜歩く

掟上今日子の乗車券
西尾 維新 /著 

　掟上今日子に、「探偵
業の営業活動」と称し
た旅への同行を命じら
れた親切守。そこに甘
い時間はなく、待ち受
けていたのは事件の連
続だった…。忘却探偵
シリーズ第 11 弾。『メ
フィスト』掲載に書き
下ろしを追加して単行
本化。



『語り継ぐこの国のかたち』

　無謀な戦争へと至るあやまちの系譜。明治から現代に

つづく激動の時代を、ひたむきに生き抜いた人々のすが

た -。「難局に対処するための処方箋は歴史のなかにある」

と語る著者が、未来への手がかりをさぐる。

読む・知る・学ぶ読む・知る・学ぶ

半藤 一利 /著　

 

 

『中学卒・高校転編入からの進学』 
2019 　高卒資格 転編入・高認のための学校選び !

　　　　　　　　　　　出版 /学びリンク　 
　中学卒、高校転編入からの進学を考える人に向けて、
通信制・定時制高校、技能連携校、サポート校、高卒
認定試験予備校等の最新の状況を解説。歌手・川嶋あ
いのインタビュー、制服コレクションも収録。

『もっと知りたいムンク』

　世紀末という暗い時代に場所を得て、魂を「解剖」し
た画家ムンクを紹介。作品に込められた、極めて個人的
な魂の軌跡を読み解き、人々が感じていた捉えどころの
ない不安を見事に可視化した圧倒的な造形力に迫る。

『 スタンフォード式疲れない体 』

　スタンフォードの回復理論を完全網羅・初公開 ! 人が疲
弊する仕組みを説明し、「体内圧力」を高めてダメージをブ
ロックする IAP メソッドや、究極のリカバリー法、一流の
食事術、ダメージを最小化する方法などを紹介する。

　

山田 知生 /著

～生涯と作品～
  千足 伸行監修/著，冨田 章/著



『ポリ袋でつくるたかこさんの焼き菓子』

　マフィン、ケーキ、クッキー、ビスケット、パイ、
タルト…。全部ポリ袋でできる ! ボウルも泡立て器
も使わずに、ポリ袋を使っておいしいお菓子をつくる
レシピを公開する。

『ワイヤークラフトでつくる
   大人かわいいインテリア雑貨  』

栗原 身和子 / 著 

 

　

　　

『編みもの基礎 BOOK　初級編』

　編み物の 3つの技法、棒針編み・かぎ針編み・アフガン編
みの基本のテクニックを豊富な図や写真でやさしく解説。初
めて編み針を持つ人でもわかるよう、針と糸の持ち方から説
明します。説明が動画で見られる QR コードつき。

『面倒くさがりの自分を認めたら部屋が
　　もっとキレイになりました』

稲田 多佳子 /著

　面倒くさがりの自分を認めて、無理せずキレイ部屋にな
る方法を探してみたら、心まで楽に過ごせるように !? お
片づけコミックエッセイ。本体表紙・裏表紙、見返しに漫
画風イラストあり。『レタスクラブ』連載をもとに書籍化。

ちょっとリラックスちょっとリラックス

出版：日本ヴォーグ社　 

わたなべ ぽん /著

　ワイヤークラフト・インテリア雑貨の作品集。ハンガー、
ミニスタンド、ウェルカムプレート、カーテンタッセル
など、大人かわいい 30 作品の作り方を、原寸型紙とともに、
ていねいにわかりやすく解説する。

   

★材料を入れて混ぜて焼くだけ。おやつパンも★



（館内で視聴できます）中高生の皆さんにおすすめ！ 

完全無欠な天才ピアニスト・有馬公生は、母の死を境にピ
アノが弾けなくなってしまう。高校2年生となったある日、
公生はヴァイオリニスト・宮園かをりと出会う。勝気で、
自由奔放なかをりの演奏に、公生は惹かれていくが…。

ＮＥＷ　DVDＮＥＷ　DVD

『銀魂』

『僕のワンダフル・ライフ』

『 君の膵 臓をたべたい』

　高校のクラスメイト・桜良の闘病日記を偶然見つけたこと
で、「僕」と桜良は次第に一緒に過ごすことに。だが、膵臓
の病を患う彼女の人生は終わる。12 年後、「僕」と彼女の親
友・恭子は、桜良と過ごした日々を思い出していた。

　子犬が閉じ込められているところを、8歳のイーサンが
助ける。感激した子犬・ベイリーは彼から一生離れないと
心に誓うが、犬の寿命は人間より短い。イーサンに会うた
めに何度でも生き返るベイリーの長い人生の旅は始まる。
 

新城 毅彦 /監督，新川 直司 / 原作，広瀬 すず /出演

月川 翔 /監督，住野 よる /原作，浜辺 美波 /出演

福田 雄一 /脚本 , 監督，空知 英秋 /原作，小栗 旬 /主演

・・・

　江戸時代末期、「天人」の台頭と廃刀令により、侍は衰退。
元攘夷志士で今は便利屋 <万事屋銀ちゃん >を営む坂田銀
時のもとに、かつての同志桂小太郎が消息不明になり、高
杉晋助が幕府の転覆を企んでいるという知らせが入る。

ラッセ・ハルストレム /監督，デニス・クエイド /出演

♪新春ギャラリー
　　　　　コンサート♪17:15 ～ 18:00

『四月は君の嘘』



★Ｘマス上映会★
　　　

冬休み 行事のお知らせ

ギャラリー
　展　示

図書館からのお知らせ

INFORMATION
　　　　
INFORMATION
　　　　

１２/22（
土）

２月１日（金）～２月２7日（水）

「本から生まれた手作り作品展」
３月１日（金）～３月17日（日）

「新小２年生 『おはなし美術館』 作品展」 （予定）

１２/２5（火
）

募集〆切

展示期間

2019 年１月 13 日（日）

2019年２月１日（金）～
　　　　　　　27日（水）

日　時 2019 年 3 月 3 日（日）

午後１時 30 分～詳しくは

チラシをご覧下さい

・・※定員 20 名です・・ 

　　　　　　　　　　材料費 1000 円～

「本から生まれた手作り作品展』
作品募集中！

手作り作品を図書館ギャラリーに
展示してみませんか？
本や雑誌などを参考に制作した
手作り作品を募集しています。
（パッチワーク、編み物、木工…その他）

手作り講習会「ステンドグラスで

つくる・ウィンドペンダント

参加者募集！ ( 予定）

ステンドグラス作家
吉成洋子さん講師で、
ウィンドペンダントを
作ってみませんか？

『ディロン ～クリスマスの約束」

ごぜん 10：30 ～ 11：45

『ビリーヴ イン クリスマス』

ごぜん 10：30 ～ 11：00

12月1日（土）～25日（火）

「クリスマス絵本展」

ご  ご 1：30 ～ 2：45

ご ご　3：00 ～ 3：30

 ♪新春ギャラリー
　　　　　コンサート♪17:15 ～ 18:00

サックス：柴田 那津美氏
フルート・ピアノ：岩間 花須実氏

１/2０（日）

「仮名書道作品展」
1月8日（火）～27日（日）



新十津川町図書館
新十津川町字中央 535-1

FAX７６－３７４６ ７６－４６４１
http://lib.net-bibai.co.jp/shintotsukawa/
この冊子は図書館HPでも公開しています。蔵書検索もできます。

INFORMATION
　　　　
INFORMATION
　　　　

図書館からのお知らせ

　　学校図書室や学級への配本リクエストについては、学校図書室
　　担当の先生を通じてお申込みください。

　　調べ学習や教科に必要な本の希望も随時受けつけています。

新中生＆先生方へ新中生＆先生方へ

休館日 月曜・祝日・月末図書整理日（月末の平日）
開館時間 10:00 ～ 18:00（日曜は 17:00 まで）

年末年始のお知らせ

年末年始休館日

2018年12月28日（金）～
　　　201９年１月7日（月）

※2019 年１月 8 日（火）から
　通常通り会館します。

本の福袋

年越し福袋：2018 年 12 月２7 日（木）
新春福袋：    2019 年１月８日（火）

なかは開けてのお楽しみ！
図書館職員が選んだ３冊と
” おまけ” が入った福袋の
貸出を行います。

貸出冊数 ・ 期間

12月14日（金）～2７日（木）
お 1 人 20 冊まで約３週間

借りることができます！

たくさん借りて、たくさん読んでね！

        図書館・・合言葉は

　　　　読書通帳


