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新しい本
インフォメーション

2019年
（平成31年）

月号
★１月からのテーマ展示
★特別行事のご案内
★ギャラリー展示のご案内
★開館カレンダー

昨日がなければ明日もない

宮部 みゆき
29歳のシングルマザーから相談を受
けた杉村三郎。彼女は 16 歳で最初
の子を産み、別の男性との間にも子
供がいて…。表題作ほか全３作を収
録。杉村三郎シリーズ第５弾。
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「本から生まれた手作り作品展」
展示作品を募集します！
　図書館などの本や雑誌を見て制作され
た作品を募集します。日頃趣味として作
られている作品をギャラリーに展示発表
してみませんか。
募集期間
平成30年12月11日（火）～
平成31年 1 月13日（日）まで
展示期間
平成31年 2 月１日（金）～
　　　　　　 27日（水）まで
平成 31年度の
ギャラリー出展者を募集します！
　絵画、写真、手芸、工芸、収集品などをギャ
ラリーに展示発表してみませんか？日時等
は相談の上、決定します。

申込期限
平成31年2月22日（金）まで



日本の小説

厨師、 怪しい鍋と
旅をする

いつか深い穴に落ちるまで
山野辺 太郎

 日本 - ブラジル間・直線
ルート極秘開発プロジェ
クト。大手建設会社の子
会社の広報係・鈴木一夫
は、この謎めいた事業の
存在理由について調査を
開始するが…。

草々不一
朝井 まかて

身分としきたりに
縛られた、武家の
暮 ら し。仇 討 ち、
就活、婿入り、剣術、
罪と罰…。切なく
も可笑しい人生の
諸相を描いた、時
代小説短編集。勝山 海百合

鼠、 恋路の闇を照らす
赤川 次郎

恋する男女の駆け込み
寺は、江戸を騒がす大
泥棒 !? 昼は遊び人の
次郎吉、夜は義賊の鼠。
懸命に生きる町人の幸
せを守るため、今宵も
江戸を駆け巡る ! 

それでも空は青い
荻原 浩

年上の彼女との距離が
縮まらないのは、彼女
が “牛男” と暮らして
いるせいで…。人づき
あいに悩む背中をそっ
と押してくれる 7 つ
の物語を収録。

水曜日の手紙

森沢 明夫

芙蓉の干城
松井 今朝子

昭和８年東京。歌舞
伎の殿堂に現われた
右翼結社の大幹部と
芸妓が惨殺。江戸歌
舞伎作者の末裔で、
切れ者の大学講師・
桜木治郎が、怪事件
の謎に挑む ! 

雨上がり月霞む夜
西條 奈加

火事で店を失った秋成
は、幼なじみの雨月が
結ぶ庵に居候すること
に。だが雨月は、妖し
を引き寄せる体質で
…。「雨月物語」に大
胆な現代的解釈を試み
た珠玉の連作短篇集。

会社を綴る人

朱野 帰子

熱帯
キンモクセイ

今野 敏 森見 登美彦
官僚の神谷が殺され
た。警察庁警備局の
隼瀬は神谷が日米合
同委員会に関わって
いたこと、“キンモク
セイ” という謎の言葉
を残していた事実を
探り当てるが…。

沈黙読書会で見かけた
奇妙な本「熱帯」。それ
は、どうしても「読み
終えられない本」だっ
た-。結末を求めて悶え
るメンバーが集結し、
世紀の謎に挑む! 

介護士Ｋ

久坂部 羊

まれびとパレード

越谷 オサム

ぼくは朝日
朝倉 かすみ

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…。

夜汐

東山 彰良

はんぷくするもの

日上 秀之

愉楽にて
林 真理子

東 京・京 都・シ ン ガ
ポールを舞台に、家
柄にも資産にも恵ま
れた 50 代の男たちが
甘美な情事を重ねて
いく。その果てにー。
絢爛たる官能美の世
界を描く長編小説。

常設展示室

パリ、NY、東京。世界
各地の美術館で、人生
の岐路に立つ人々が出
会う、運命を変える一
枚。アート小説の第一
人者が、美術館の片隅
で繰り広げられる人間
ドラマを描く短篇集。

原田 マハ
聖者が街にやって来た

宇佐美 まこと

新しい本新しい本 ★最新情報は館内の利用者端末、または図書館
ホームページでご覧いただけます。（毎日更新中）

水曜日観測所の企画をモチーフにした物語 「鼠」シリーズ第11弾

第55回文藝賞受賞作品

警察インテリジェンス小説ちょっぴり不思議でほんのり切ない青春短篇集

人生のきらめきを描き出す極上の６篇

 生と死のあり方を問う医療小説



花折
花村 萬月

画家の子に生まれた
鮎子は油画で東京藝
大に入る。ある日、
大学の裏山でイボテ
ンと名乗る奇妙な男
と出会い、身体の関
係を持つことに…。

静おばあちゃんと要介護探偵
佐野洋子の動物ものがたり

佐野 洋子 中山 七里
う さ ぎ、ゴ リ ラ、ブ タ、
きつね、白熊、そして人間。
ヘンないきものたちが七
転八倒する 6 つの寓話を
収録。『図書新聞』に連載
された、佐野洋子の遺さ
れた傑作、初の単行本化。

日本で 20 番目の女性
裁判官で、80 歳の今
でも信望が厚い高遠寺
静と、お上や権威が大
嫌いな中部経済界の怪
物、香月玄太郎の 2 人
が挑む 5 つの事件。

うちの子もいじめられました
「いじめ不登校」 から 「脱出」まで１５０日間の記録

鈴木 真治

ノンフィクション・エッセイ・他

デザイナー・彫刻
家の五十嵐威暢が、
これまで道のりと、
いまも変わらずに
夢中になっている
“つくること” への
想いを語る。

 佐藤 優子／文・構成

お別れの色

吉本 ばなな
親友、そして愛犬と
の永遠の別れ。最大
の悲しみの中で見つ
けた、心をたもつ秘
訣とは -。爽快な人
生哲学。

スーザン・ソンタグ
をして精神的な双生
児 と 評 さ れ る 詩 人
ヴァルザーと画家ク
レー。彼らの詩と絵
を見開きで組み合わ
せて収録する。

日々はひとつの響き
ﾛｰﾍﾞﾙﾄ･ｳﾞｧﾙｻﾞｰ／詩
パウル・クレー／画

外国の文学

「ナルニア国物語」で多く
のファンを得たルイス。無
神論者だったルイスが信仰
へと接近する心の軌跡と、
その豊かな作品世界から、
生きること、信じることの
本質について考察する。

Ａ．Ｅ．マクグラス
佐柳 文男／訳

Ｃ．Ｓ．ルイスの読み方
物語で真実を伝える

帰れない山
パオロ・コニェッティ

関口 英子／訳
牛飼いの少年との出会い、
冒険、父の孤独と遺志、
友との心地よい沈黙と信
頼-。北イタリア、モンテ・
ローザ山麓を舞台に、本
当の居場所を求めて彷徨
う 2 人の男の葛藤と友情
を描いた長篇小説。

命の限り、
笑って生きたい

瀬戸内 寂聴
瀬尾 まなほ

曙光を旅する

葉室 麟

猫のためいき鵜の寝言
十七音の内と外

正木 ゆう子

怪盗インビジブル

行成 薫

救済

長岡 弘樹

人生のピース

朝比奈 あすか

“介護後” うつ
「透明な箱」脱出までの１３年間

安藤 和津

学校との交渉、いじ
め中心者とその親と
の面談、後遺症と二
次被害対策…。いじ
めからわが子を守り
抜いた父親が綴る、
綿密な苦闘の記録。

はじまりは、 いつも楽しい
デザイナー ・ 彫刻家五十嵐威暢のつくる日々

大人の流儀８
誰かを幸せにするために

伊集院 静

沖縄文学の一〇〇年

仲程 昌徳

みずみずしくも濃厚な愛と生の物語老老コンビは難事件を解決できるのか ?

ヴァルザー＝クレー詞画集



歴史・社会・教育・知識

過疎医療はおもしろい！

大森 英俊

札幌の地名がわかる本

関 秀志／編

池上 彰

池上彰の「どうしてこうなった？」
ニュースの “そもそも”

トランプの迷走、世界
の紛争、日本政治の混
迷…。様々なニュース
を池上彰が “そもそも”
から解説し、現在の見
取り図を提示する。佐
藤優、小泉純一郎、村
上世彰との対談も収録。

長谷川 ヨシテル

僕たちは、 宇宙のこと
ぜんぜんわからない

ｼﾞｮｰｼﾞ･ﾁｬﾑ
ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾎﾜｲﾄｿﾝ

〈東京オリンピック〉の誕生
1940 年から 2020 年へ

浜田 幸絵
1940 年開催予定であった
幻の東京オリンピックから、
1964 年をへて 2020 年へ。
戦時に返上した挫折から、
戦後の開催へ招致活動した
在米日系人や IOC の動向な
ど、メディア史から描く。

デイビッド ・ セイン流なやまず書ける
英文メール＆ＳＮＳトレーニング

ビジネスからプライ
ベートまで、英文メー
ルの書き方をフレン
ドリーとセミ・フォー
マルの 2 種類で紹介。
ライティング・ルー
ルも解説。

理科年表2019

国立天文台／編

オウムと死刑

古川 日出男他

芸の心 能狂言終わりなき道
野村 四郎
山本 東次郎

どんなスタイルでも
役立つ海外旅行ナ
ビ。滞在先での過ご
し方、トラブル対処
法など基本的なノウ
ハウを収録。

旅の賢人たちがつくった海外旅行最強ナビ
丸山ゴンザレス＆
世界トラベラー情報研究会／編

趣味・娯楽・旅・スポーツ

コミック

いのちの器32～37

和布で作る
アクセサリー
大人がつけたい和布使いのアクセサリー

ブティック社／出版

マップで歩く
東京ディズニーリゾート 2019

講談社／出版

使い勝手のよい
いつものバッグ

後藤 麻美

大相撲の不思議

内館 牧子

山本 睦子

ロング丈のスカーチョ、
楽ちんな着心地のサロ
ペット…。ウエストゴ
ム仕様の「大人のパン
ツ」の作り方を紹介。

日本ヴォーグ社／出版
ＰＡＮＴＳ　おとなのパンツ

もっと簡単で確実にふやせる
さし木 ・ つぎ木 ・ とり木

高柳 良夫

「ヒンメリ」は、ナチュ
ラルな風合いが魅力。
麦わらとペーパース
トローでつくるヒン
メリ 35 作品を紹介。

更科 源藏

北海道と名づけた男

松浦武四郎の生涯

ヘッポコ征夷大将軍

地球の歩き方 A17
ウィーンとオーストリア

ダイヤモンド社／出版

北海道探検に明け暮れ
る日々と、アイヌ民族と
の交流、そして明治維
新後の道名や郡名の選
定…。探検家であり、志
士であった松浦武四郎
の足跡と生涯を描く。

デイビッド・セイン

上原 きみ子

傘寿を超え、日々優れた
舞台を精力的に生み出し
ている 2 人が、修行時代、
先達からの教え、次世代
への思いを等縦横に語る。

北欧フィンランドの伝統装飾モビール

ヒンメリをつくる

貸出はできませんので
図書館の中でご利用ください。



がんばらない晩ごはん献立
材料少し。 作るのは２品でＯＫ。
忙しい人の３１日分ラクラクごはん。

桐谷さんの株主優待生活
定年後も安心！

桐谷 広人

政治・経済・ビジネス・コンピュータ・実用書

子宮体がんの現状と予防対
策から、検査、診断、治療、
治療後のことまでQ&A形式
で解説。遺伝性の子宮体が
んについて説明した特別読
物、子宮体がんにかかった
著名人のケース等を紹介。

ＮＨＫ「芸人先生」制作班／編

すぐに役立つ！

ホクロとシミでわかる
内臓不調

渡邉 由

大丈夫。 人間だから
いろいろあって

香山 リカ

暮らし・健康・子育て

重信 初江

玄田 有史／編

Ｑ＆Ａでよくわかる 「子宮体がん」

市川 喜仁

『日本語発音アクセント辞典』 〔R811〕 　NHK／編　553 ページ

答え（資料名）は、次号 『 Live  A  Library 』でお知らせいたします。
情報オアシス（図書館右奥の部屋）または、あたらしい本の下の棚にある本などで調べてみてください！

12 月号の答えは …  Q . テレビで「万里の長城」と発音する時に、「万里の頂上」になっている人がいると見た。長城の正しい発音アクセントが知りたい。

Q

A

2017 年に登録された世界遺産が知りたい。
情報

オアシス
から

コミュニケーションの達人 「お笑い芸人」 に学ぶビジネス基礎講座

芸人先生

佐山 和弘

相続で絶対モメない
遺産分割のコツ

ロバート・熊

寄付をしてみよう、 と思ったら
読む本 渋澤 健

鵜尾 雅隆
寄付ムーブメントの旗
振り役と、渋澤栄一の
玄孫でコモンズ投信の
会長が、寄付の使われ
方や寄付をめぐる環境
など、寄付の全体像に
ついて綴る。

「書くだけ」で夢を引き寄せる！

家事ノート＆手帳術

株式会社エクスナレッジ／出版

家庭料理の大革命

低温真空調理のレシピ
川上 文代

沸騰させない低温の湯の中
で食材を袋に入れて真空密
閉して調理する「低温真空
調理」温度の違いによる食
材の変化について解説し、
牛肉、豚肉といった種類別
にレシピを掲載。

子どもが危ない！

スマホ社会の落とし穴

子どもたちの言語能力の獲得
に、大きな変化をもたらしてい
るスマホやタブレット。スマホ
社会の子どもの発達に焦点を
当て、子どもの多面的な育ちと
スマホ社会との関わりを考察。

365 日株主優待で
暮らす著者が、い
い優待がついた株
に分散投資して、
原資を目減りさせ
ずに豊かな生活を
送る方法を紹介。

朝日新聞出版／出版

パソコンで困った時に開く本 2019

「設定と画面表示」「ウ
イルス対策」などパソ
コントラブ ル 272 を
Q&A 形式で回答。IT&
デジタル用語集も掲載。
Windows 10 October 
2018 Update対応版。

ナイツ、U 字工事ら人気お
笑い芸人陣が、会社員が
普段行っているプレゼン、
企画会議、雑談などに対
し、お笑いネタをつくる視
点から「ビジネスに有効な
ワザ」を徹底講義。

身近な人を守るためにしっておくべきこと

あやしい催眠商法
だましの全手口

生の魚じゃ、
こうはいかにゃいシリーズ３ 鰯缶
サラダにヌードル 「お手のもの」
イワシ ・ THE ワンプレート

オレンジページ／出版

品数 2 品で大満足の、
バランスのとれた献立
を 31 日分紹介。もう１
品プラスしたいときの、
ささっと作れる副菜や、
簡単汁ものとスープ、
便利な常備菜も収録。

人生の岐路にある
30 代を念頭に、働
くことにまつわる、
知っているようで
知らなかった事実
や気づきのヒント
を、11 の切り口か
ら丁寧に解説する。

清川 輝基
内海 裕美

30代の働く地図

言葉 ・ 空気 ・ 場の読み間違いが
命取り！



日 月 火 水 木 金 土

休館日
火曜～土曜　10：00～18：00
日曜　　　　10：00～17：00

当館では、郷土資料（新十津川町・十津川村関係
の資料、町内にゆかりのある方による出版物等）
を収集・保管しています。関連図書や資料の収集
にご協力いただけますようお願いいたします。

郷土資料の収集にご協力ください。

インフォメーションインフォメーション

    1 ２ ３ ４ ５

 ６ ７ ８ ９ 10 11 12

 13 14 15 16 17 18 19

 20  21 22 23 24 25 26

 27 28 29 30 31  

1 月

１月８日（火）～
　　１月２７日（日）まで

ギャラリー展示

図書整理日

１月からのテーマ展示 （期間：１～３月）

平成のベストセラー本（小説以外）

九十歳。 何がめでたい

聞 く 力
心をひらく３５のヒント

阿川 佐和子

声に出して読みたい日本語

齋藤 孝

フランス人は 10 着しか服をもたない
ジェニファー・Ｌ・スコット

神崎 朗子／約 佐藤 愛子

ギャラリー
コンサート

万葉集の和歌や俳句を万葉仮名で表現し
た作品や、年賀状の作品を展示します。
この機会にぜひ作品をご覧ください。

仮名書道作品展

新春ギャラリーコンサート

特別行事

2019 年１月 20 日（日）　17:15 ～ 18:00日時

場所 新十津川町図書館ギャラリー

曲目 「花は咲く」「浜辺のうた」
「let it go( アナと雪の女王）」ほか

サックス・フルートによるコンサートです。
アニメ、日本唱歌などの生演奏の、心和むひと時を、お楽しみ下さい。

詳しくはポスター・チラシをご覧ください。

平成 27 年第２位

平成 14 年第４位

平成 29 年第１位

平成 24 年第１位


