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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★２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

姫君の賦
玉岡 かおる

幼くして豊臣秀頼のもとへ嫁いだ徳川
家康の孫娘、千姫。だが、大坂城は落城。
再婚した本多忠刻の愛に包まれて、穏
やかな日々を送るが…。時代に翻弄さ
れ、いわれなき悪名を浴びながらも凛
として生きた千姫の生涯を描く。
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大活字本が入りました！
　大きな文字で読みやすい大活字本が入
りました。ぜひ、ご利用ください。
『老いては自分に従え』　　　　山藤 章二
『なかなかいい生き方』　　　　平岩 弓枝
『おしゃべりの思想』　　　　外山 滋比古
『歴史の愉しみ方』　　　　　　磯田 道史
『持たない暮し』　　　　　　　下田 暁子
『善人長屋　上下』　　　　　　  西條 奈加
『鬼火の町　上下』　　　　　　  松本 清張
『暁の旅人　上下』　　　　　　  吉村 　昭
『仁術先生』　　　　　　　　　渡辺 淳一

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

最後の晩ごはん 11
聖なる夜のロールキャベツ 

あなたの愛人の名前は

島本 理生
“私たちは恋人” かど
うかをめぐってすれ
違う男女をそれぞれ
の視点から描いた 2
篇など、全 6 篇を収
録する。

源氏物語 中
角田 光代／訳

池澤夏樹個人編集
による日本文学全
集。世界最古の長
篇小説「源氏物語」
の「玉鬘」から「幻」
までを、角田光代
による完全新訳で
収録する。椹野 道流

つくもがみ笑います
畠中 恵

出雲屋では、清次とお紅、
跡取りの十夜とつくもが
みたちが仲良く暮らして
いた。大江戸屛風に迷い
込んだり、幽霊退治にか
り出されたり、退屈しら
ずの毎日で…。

本と鍵の季節
米澤 穂信

高校 2 年の図書委員、
次郎と詩門は、先輩か
ら亡くなった祖父が遺
した金庫の鍵の番号を
探り当ててほしいと言
われ…。図書室に持ち
込まれる謎に、ふたり
の男子高校生が挑む。

平戸から来た男

西村 京太郎

麒麟児
冲方 丁

慶応４年。勝海舟は
徳川家を守るべく、
決死の策を練る。官
軍を率いる西郷隆盛
との和議交渉にすべ
てを賭けて。

残心 鏑木 蓮
ルポライターの杉作は、
寝たきりで認知症の妻
を介護する夫の取材に
赴く。しかし妻は絞殺
され、夫は首を吊って
死んでいた。杉作のル
ポを手伝うことになっ
た記者・国吉冬美は、
京都の闇に対峙する…。

短編アンソロジー

患者の事情

遠藤 周作ほか

ピーク帰去来 大沢 在昌 堂場 瞬一
捜査一課の由子は、
捜査中に気を失い、
異次元の「アジア連
邦・日本共和国・東
京市」で目覚める。
もう 1 人の自分はエ
リート警視。戸惑い
ながらも由子は彼女
となり…。

野球賭博のスクープを
放った社会部記者の永
尾。17 年後、自分の記
事で球界を永久追放さ
れた “幻のエース” が
殺人罪で裁かれる。取
材をした永尾は真実に
たどり着くが…。

バタフライ

阿野 冠

緑と楯
ハイスクール ・ デイズ

雪舟 えま

フランス座
ビートたけし

「おいタケ ! ちゃんと
やってるか ?」 大学を
ドロップアウトして
ストリップ劇場のエ
レベーター番になっ
た俺を、“コメディア
ン志望の若者” に変
えたのは、深見の師
匠の一言だった…。

この地上において
私たちを満足させるもの

乙川 優三郎

ゴールデン街コーリング

馳 星周

平場の月 朝倉 かすみ

病院の売店で再会し
た、元男子の青砥と
元女子の須藤。50 年
生きてきた男と女に
は、老いた家族や過
去もあり…。もう若
くはない男と女の静
かに滾るリアルな恋。

跳ぶ男

母と友を失い、独りに
なった少年・剛は、能
だけが生き甲斐だった。
だが、土地も金もない
貧乏藩の藩主の身代わ
りを命じられる。そこ
には、友の言葉と藩の
ある事情があった-。

青山 文平
私に付け足されるもの

長嶋 有

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）

長編トラベルミステリー あやかしファンタジー第3弾

師弟の絆を描いた自伝青春小説大人の恋愛小説

ふたりの「麒麟児」の覚悟と決断を描く歴史長編



がんこスーパー
山本 甲士

リストラ後の転職先
で、弱小スーパーに副
店長として派遣された
中年男の青葉。逆境の
中、ご近所の老女から
ヒントを得た青葉は、
スーパー再生のために
立ち上がる ! 

童の神
テレビ探偵

小路 幸也 今村 翔吾

1969 年、コミックバン
ド「ザ・トレインズ」の
ボーヤとなって芸能界
入りした 19 歳の葛西靖
之 ( チャコ )。ある日、
生放送中の舞台で殺人
未遂 (?)事件が発生し…。

平安時代。鬼、土蜘蛛
などと呼ばれ、京人か
ら蔑まれていた童た
ち。一方、父と故郷を
奪った京人に復讐を
誓った桜暁丸は、童た
ちと共に朝廷軍に決死
の戦いを挑むが…。

駄目な世代
酒井 順子

ノンフィクション・エッセイ・他

父の葬式、認知症の
母の介護、還暦過ぎ
ての結婚…。小さな
老いを蹴散らして、
挑戦し続ける阿川が、
激動の日々を綴る。

 阿川 佐和子

作家との遭遇 全作家論

沢木 耕太郎

書物の森の中で、酒
場の喧騒の中で、沢
木耕太郎が心奪われ
る出会いをしてきた
23 名の作家たち。22
歳の時の卒論を初収
録した全作家論集。

数年前、父・テッドは
アルツハイマーを発症
し、悪化の一途を辿る。
出口の見えない日々に
一筋の光をくれたの
は、幼い頃から父が愛
した歌だった。

父と僕の終わらない歌
サイモン・マクダーモット

浅倉 卓弥／訳

外国の文学

脳外科手術により、恋人同
士が気持ちをダイレクトに
伝え合うことが可能になっ
た社会。ボーイフレンドと
の愛のため処置を受けたブ
リディは、とんでもない相
手と接続してしまい…!?

コニー・ウィルス
大森 望／訳

クロストーク ブルーバード、 ブルーバード
アッティカ・ロック
高山 真由美／訳

テキサス州の田舎町で、
二つの死体が相次いで発
見された。停職処分中の
黒人テキサス・レンジャー、
ダレンは、FBI 所属の友人
から、事件の周辺を探っ
てほしいと頼まれて現地
に赴くが…。

俳句づくりに役立つ！
旧かな入門

山西 雅子

ん！？

宮藤 官九郎

幸せについて

谷川 俊太郎

コヨーテの翼

五十嵐 貴久

珠玉

彩瀬 まる

カムパネルラ版
銀河鉄道の夜

長野 まゆみ

作家と楽しむ古典
平家物語 能 ・ 狂言 説経節 義経千本桜

古川 日出男ほか

受験戦争はらくらく通
過、就職活動は売り手
市場。苦労知らずで、
おめでたくて、50 代
になっても後輩気分。
そんなバブル世代をあ
らゆるテーマから振り
返った新・世代論。

いい女、 ふだん
ブッ散らかしており

他人だったのに。

糸井 重里

私が不妊治療を
やめたわけ

海原 こうめ

第 2 の人生を豊かにしたい人へ贈る栄養満点の温かな物語第１６０回直木賞候補作

アルツハイマーの父が 80 歳で CD デビューするノンフィクション



歴史・社会・教育・知識

大人の語彙力ノート
どっちが正しい？編
どんな場でも知的に見られる

齋藤 孝

学校の 「当たり前」 を
やめた。

工藤 勇一

明石 元紹

天皇交代

夜も眠れないほど苦悩
し、「皇室革命」に踏み
込んだ明仁天皇と美智
子皇后。徳仁新天皇と
雅子新皇后はその意思
をどう受け止めたのか。
平成皇室の息遣いを知
る 8 人の明かす秘話。

朝日新聞取材班／著

世界から見た北の縄文
御所野遺跡と北海道 ・ 北東北の
縄文遺跡群

御所野縄文博物館／編

地面師
他人の土地を売り飛ばす闇の詐欺集団

森 功
いま日本中で「地面師」と
いう詐欺師集団が跋扈し
ている。彼らは不動産の
持ち主になりすまし、勝手
に不動産を転売して大儲
けしている。複雑で巧妙
すぎるその手口を紹介。

北欧テイストの部屋づくり

冬を暖かく過ごす北
欧インテリアのコツ
を、10 組のお宅の実
例 で 紹 介。ほ か、季
節の雑貨コレクショ
ン、プロに学ぶディ
スプレイの黄金バラ
ンスなどを収録。

【図解】 まるわかり時事用語
2019→２０２０年版

ニュース・リテラシー研究所／編

現代中国を知るための
52章

藤野 彰

還暦着物日記
群 ようこ

露出に関わる基礎
とピント合わせの
知 識、光 や 色、色
調に関わる事柄と
構 図、RAW 現 像、
カメラ周りの機材
について解説した
写真の入門書。

写真の撮り方ガイドブック
河野 鉄平

趣味・娯楽・旅・スポーツ

野菜がおいしく育つ
肥料の与え方

京都 ・ 大阪 ・ 神戸
マニアック博物館
おもしろ珍ミュージアム案内

町田 忍／監修

観戦力が高まる！
フィギアスケート 「美」 のツボ

今井 遥

てのひらのえんぎもの
日本の郷土玩具

佐々木 一澄

山スキールート 212

山とスキー編集部／編

原 英晃

フェルメールの作品32
点を、細部画像を交え
つつ紹介するほか、モ
ティーフや構図の対比
などを収録する。

小林 賴子
フェルメール作品集

２０㎝のフェルトで作る

かわいい野菜とフルーツが
いっぱい

前田 智美

より速く泳ぐための方
法から、効率の良いス
タートとターンのテク
ニック、陸上トレーニ
ングまで幅広く網羅。

本庶 佑
生命科学の未来
がん免疫治療と獲得免疫

「小さないのち」 を守る
事故、 虐待、 いじめ…
証言から学ぶ予防と対策

カミキィの季節のおりがみ
飾る ・ 使う ・ 贈る

カミキィ

免疫学との出会い、生
物が免疫の多様化を実
現する仕組みを解明し
た研究、ノーベル賞受
賞をもたらした抗体の
発見に至る軌跡等ノー
ベル生理学・医学賞受
賞の著者が縦横に語る。

デイビッド・セイン

ＧＡＫＫＥＮ　ＭＯＯＫ

着物嫌いの愛猫、迫り
くる老後…あらゆる困
難を乗り越えて、今日
も着物を愛す。大人の
和装エッセイ。

ＤＶＤで記録を伸ばす！
競泳最強のコツ５０

有機栽培で用いる、
堆肥と有機質肥料。
その特徴を知れば、
肥料の与え方のコツ
が見えてきます。少
肥でもおいしく育つ
施肥の極意を紹介。



持ちより、 さし入れレシピ
ＢＥＳＴ200

１００歳まで自分の力で歩ける
「ひざ」 のつくり方 戸田 佳孝

政治・経済・ビジネス・コンピュータ・実用書

生活習慣病を改善する食事
の基礎知識をはじめ、病気
を防ぐ健康長寿の食べ方、
生活習慣病を改善するレシ
ピを紹介する。

佐藤 明弘
矢頭 正浩

関節をゆるめると、 体はやわらかくなる！

１日１分！
ゆる関節ストレッチ

渡部 龍哉

何を言っても聞かない思春期の我が子が
「ちょっと頑張ってみようかな」 と言い出す
シンプルな３つの秘訣

木村 玄司

暮らし・健康・子育て

枻出版社／出版

須田 邦裕／監修

病気を防ぐ！改善する！
「食べ方」 事典

「きょうの健康」番組制作班
主婦と生活社ライフ・プラス編集部／編

『世界遺産年報 2018』 〔709〕 　日本ユネスコ協会連盟／編　21 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！

1 月号の答えは …  Q .2017 年に登録された世界遺産が知りたい。

Q

A

同じ言葉でも方言でいろいろな言い方をするが、「痛い」はどんな方言があるか知りたい。
情報

オアシス
から

消費税増税と軽減税率の
キャッチアップガイド

村上 祥子

頑張らない台所

小豆 だるま

収納のおさよさんが教える
キレイが続く片づけ

おさよさん
物の “定位置” をつく
る、“吊 る す 収 納” で
一気にスッキリ、キッ
チンの片づけは「乾物」
から…。収納の達人お
さよさんが、究極の片
づけテクを伝授する。

家中スッキリ片付く！
「つっぱり棒」の便利ワザ

竹内 香予子

はかりのいらないおいしいお菓子

パティシエール有希乃／監修
定番の焼き菓子から特別な
日のケーキまで、必要なの
は「計量スプーン」! 作る
人も食べる人も、とびきり
Happy になれるお菓子を、
はかりのいらない、やさし
い作り方で紹介します。

不快な胸焼け、 のどの痛みを自分で改善！

つらい 「逆流性食道炎」 は
自分で治せる！

不快な症状が厄介な逆
流性食道炎を取り上げ、
食事やエクササイズな
ど今すぐ自分で始めら
れる改善ノウハウをビ
ジュアルで紹介。

 健康な毎日を手に入
れることができる、1
日たった 4 分の簡単
な「ひざトレ」と食
事療法を紹介する。
足底板やサポーター
の使い方も説明。

金井 正義

最新決算書の基本と分析が
よーくわかる本

企業の成績表である決
算書を構成する、損益計
算書、貸借対照表、キャッ
シュ・フロー計算書だけ
でなく、効率よく儲ける

「収益性」などの経営分
析のコツも徹底解説。

消費税増税に関して公表
されている情報を振り返
るとともに、どのような準
備を進めていけばよいの
か、スケジュールとともに
その対応を解説する。

マンガでわかる

円形脱毛症になったら
読む本

マンガでわかる家族療法②
大人のカウンセリング編

東　豊

気のきいた前菜から、
華やかなメイン料理、
ご飯、麵、デザートまで。
持ちよりのレシピと、
ちょっとしたお礼など
ぴったりなさし入れの
レシピを 200 品紹介。

大竹 真一郎

マンガでわかる！税金のすべて
‘18~’ １９年版

６０歳からはラクしておいしい

須田 邦裕／監修

マンガでわかる！相続税のすべて
‘18~’ １９年版



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
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 17 18 19 20  21 22 23

 24 25 26 27 28   

２月

２月１日（金）～２月２７日（水）まで

ギャラリー展示

図書整理日

２月からのテーマ展示 （期間：２～４月）

はじめての体幹＆骨盤ダイエット

ニッチェ江上敬子のダンナやせごはん
胃袋をつかむ、 嫁ラクレシピ！

江上 敬子

ねこ禅
人生がふニャっとなごむ５０の教え

菅原 研州／監修

禅に学ぶ台所しごと
お寺の教えで心が整う

小川 奈々 島脇 伴行

「本から生まれた手作り作品展」

特別行事 詳しくはポスター・チラシをご覧ください。

禅～ＺＥＮ 今日からダイエット

図書館を利用されている方が、図書館やご自

宅の本、雑誌を参考にして制作された手作り作

品を展示します。手芸、

編み物、木工など…毎

年素敵な作品が展示さ

れます。お楽しみに！

直木賞

芥川賞

第１６０回芥川賞・直木賞受賞作品が決定！

ニムロッド

町屋 良平

１Ｒ１分３４秒

宝 島
 固い絆で結ばれた幼馴染み、グスク、レイ、
ヤマコ。彼らは警官になり、教師になり、
テロリストになり、同じ夢に向かった。

上田 岳弘

真藤 順丈

２月上旬に納品予定です。予約をしてください。手作り講習会

「ステンドグラスで作る
ウインドウペンダント」

３/３（日） 1:30～3:30日　時

場　所

材料費

対象者

1000円～（作品により金額が変わります）

新十津川町図書館ビデオルーム

小学生～大人（低学年は保護者同伴）


