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月号★３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

オーディションから
逃げられない

桂 望実
中学でできた親友は同じ苗字なのに学
校一の美女。絵が好きで入った美術部
では「一風変わった絵」を描くだけの
同級生が評価され、結婚すれば旦那の
会社が倒産し…。“選ばれなかった”
女性の、それでも幸せな一生を描く。
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日本文学全集が入りました！
　古典名作が、第１線で活躍する作家た
ちにより新訳され、読みやすくなりまし
た。ぜひ、ご利用ください。

　『古事記』
　　池澤 夏樹／訳

　　　　
『枕草子』　　　　　　　　酒井 順子／訳
『好色一代男』　　　　　　島田 雅彦／訳
『竹取物語』　　　　　　森見 登美彦／訳
『日本霊異記』　　　　　伊藤 比呂美／訳
『平家物語』　　　　　　古川 日出男／訳
『能・狂言』　　　　　　　岡田 利規／訳
『おくのほそ道』　　　松浦 寿輝／訳・選
　　　　　　　　　　　　　　　ほか



日本の小説

かわたれどき

歌舞伎町ゲノム
誉田 哲也

法では裁けない非道、
そして現代の卑しき心
の病魔を始末する。そ
れが、伝説の歌舞伎町
セブン。新メンバーが
加入した彼らの元に舞
い込む依頼とは ? 

ふたたび嗤う淑女
中山 七里

国会議員の資金団体
で事務局長を務める
藤沢優美は、野々宮
恭子と名乗る投資ア
ドバイザーの指南で
資金の不正運用に手
を染め…。畠中 恵

駒音高く
佐川 光晴

プロを志す中学生、
引退間際の棋士、将
棋会館の清掃員…。
将棋の世界に生きる
7 人の人生を、青春・
家族小説の名手が温
かなまなざしで描く
珠玉の連作短編集。

夢も見ずに眠った
糸山 秋子

夫を熊谷に残し、札幌
へ単身赴任を決めた沙
和子。だが、大津で久
しぶりに再会した夫に
欝の兆候が。そして物
語は函館、青梅、横浜、
奥出雲へ…。

いのちの人形

横関 大

あちらにいる鬼
井上 荒野

小説家の父、美しい母、
そして瀬戸内寂聴をモ
デルに、< 書くこと >
と情愛によって貫かれ
た 3 人の < 特別な関
係 > を長女である著
者が描き切る問題作。

天命
岩井 三四二

小国人・毛利家の次
男に生まれた元就。
戦国を駆け抜けた男
の、生き方を変えた
ものは何だったのか。
武略名高き西国の雄・
毛利元就の戦いの生
涯を描く。

週末の人生
カフェ、 はじめます

岸本 葉子

吹上奇譚 第二話どんぶり

横浜みなとみらい署暴対係

スクエア 今野 敏
吉本 ばなな横浜・山手町の廃屋

跡から 2 つの遺体が
発見された。背後に
暴力団関与の疑いが
あると判断した県警
本部長の要請を受
け、諸橋と城島は捜
査に加わるが…。

飲みこまれそうなほど
に激しい動きの中で人
生の舵取りをしていく
ことこそが、生きること
だと知った -。少女の霊
に取り憑かれた美鈴と
私は東京へ向かい…。

神の島のこどもたち

中脇 初枝

まよなかの青空

谷 瑞恵

指揮権発動
笹本 稜平

中東で邦人殺害事件
が 発 生。そ こ か ら
ODA 金脈を巡る政官
一体の利権隠しが浮
上した。史上 2 度目
の指揮権発動が起き
るのか ? 特捜、公安、
捜査一課は政権から
の圧力に抗えるか ?

下町やぶさか診療所

池永 陽

ぼくはきっとやさしい

町屋 良平

永田町小町バトル
西條 奈加

新人代議士の小町は、
シングルマザーの現
役キャバクラ嬢。待
機児童、貧困…課題
山積みの子育て後進
国に、男社会・永田
町に、小町は風穴を
開けられるのか。

ほとほと

「翡翠」「笹まつり」
など、歳時記の季
語をタイトルに、
人生の＜四季＞を
切なくあざやかに
描いた全 24 編を
収録。

髙樹 のぶ子

ＤＲＹ

原田 ひ香

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）

箴言に富んだ哲学ホラー

土地の「物語」に導かれたふたりの人生を描いた長編小説

「嗤う淑女」続編



木曜日の子ども
重松 清

再婚した妻の連れ子が
ひどいいじめにあい転
校した先は、給食への
毒物混入で無差別殺人
事件が起きた学校だっ
た。や が て 静 か な
ニュータウンで次々と
怪死事件が起こり…。

新宿の猫平成くん、 さようなら
古市 憲寿

ドリアン 助川

平成を象徴する人物と
してメディアに取り上
げられ、現代的な生活
を送る「平成くん」。
だが、平成の終わりと
共に安楽死をしたいと
恋人に告げ…。

「ボク」は、ぶらりと入っ
た新宿の小さな居酒屋
で、野良猫をかわいが
る「夢ちゃん」という
女性店員に出会う。ふ
たりは猫についての秘
密を分け合い、大切な
約束をするのだが。

The MAGIC POCKET
「ふしぎなポケット」 まど みちお／詩

美智子／選・訳

ノンフィクション・エッセイ・他

大規模な公害問題、
水俣病。その被害者
である漁民たちの運
動や、患者たちの苦
悩・希望を克明に描
いた自伝的小説「苦
海浄土」を紐解く。

 若松 英輔

作家のおしごと
五木 寛之

五木寛之が作家として
の歩みを振り返り、こ
だわりのジャンルと作
品を紹介しつつ創作活
動 へ の 思 い を 語 る。
1983 年に行われた村上
春樹との対談も収録。

ミス・マープルの家に
集った客の言葉をきっ
かけに結成された <
火曜の夜 > クラブ。1
人が知っている謎を提
示し、ほかの 5 人が推
理を披露し…。

ミス ・ マープルと１３の謎
アガサ・クリスティ
深町 眞理子／訳

外国の文学

東風に乗ってやってきたメ
アリ・ポピンズ。彼女がやっ
てきてから、不思議なこと
ばかり…。詩人であり童話
作家であった岸田衿子渾身
の訳と、画家・安野光雅の
叙情豊かな絵で贈る。

トラバース
岸田 衿子／訳

メアリ ・ ポピンズ 心霊電流 上下

スティーヴン・キング
峯村 利哉／訳

僕の町に若き牧師がやっ
てきた。友だちになった
僕は、牧師お手製のキリ
スト像を見せてもらう。
だが、無惨な悲劇が牧師
を見舞い、心を破られた
彼は神を呪う説教を行い、
町から出て行くが…。

人生後半、
はじめまして

岸本 葉子

次の人、 どうぞ！

酒井 順子

この先には何が、 ある？

群 ようこ

わるもん

須賀 ケイ

発現
阿部 智里

新章神様のカルテ

夏川 草介

私が作家になった理由

阿刀田 高

日本の子ども達がいつ
も歌ってきた「ふしぎ
なポケット」や「やぎ
さん ゆうびん」など
の詩を、美智子皇后が
英訳。安野光雅の絵を
添えた対訳絵本。

石牟礼道子苦海浄土
悲しみのなかの真実

ミステリーで読む
戦後史

古橋 信孝

あの人に会いに
穂村弘対談集

穂村 弘

名もなき星のような物語

名探偵ミス・マープルが初登場した作品集

第１６０回芥川賞候補作

「八咫烏シリーズ」に続く
書き下ろし長編小説

84 歳の作家が「小さな説」で来し方を振り返る



歴史・社会・教育・知識

元号って何だ？
今日から話せる２４７回の
改元舞台裏

藤井 青銅

知識ゼロからの
天皇の日本史

山本 博文

読売新聞北海道支社編集部／編

ほっかいどう先人探訪
北の歴史を彩った５３人

歴史上の人物から人気
作家やスポーツ選手ま
で、北海道の歴史を彩っ
た人物 53 人を紹介。先
人の遺産がどのように
生きているかを、豊富
な写真とともに綴る。

中井 均／監修

１４歳からの資本主義
君たちが大人になるころの
未来を変えるために

丸山 俊一

国民とともに歩まれた
平成の30年

毎日新聞社／出版
国民に思いを致し、心を寄
せて幸せと安寧を祈り続
ける天皇、皇后両陛下。そ
の平成の御代のご足跡を
約 200 点の写真でたどり、
ゆかりのお品なども紹介。

花と緑で彩るボタニカル
刺しゅう２００

美しいモダンな花や
植 物 の 刺 し ゅ う パ
ターンを集成。パター
ンには、ステッチの
例、図 案 の 詳 細、色
指定など、糸で絵を
描く際に必要なすべ
ての情報を掲載。

フチの伝えるこころ
アイヌの女の四季

計良 智子

日本初のオリンピック代表選手
三島弥彦　伝記と史料

尚友倶楽部資料室調査室／編

運命の絵
中野京子と読み解く もう逃げられない

中野 京子

東京にある 5 つの定
席から、寄席の裏側、
落語や講談の楽しみ
方、寄席で出会いた
い芸人さん、古典落
語のあらすじまで、
寄席の楽しみ方をイ
ラストで紹介する。

ふらりと寄席に行ってみよう
佐藤 友美

趣味・娯楽・旅・スポーツ

多肉植物＆コーデックス
GuideBook

試合で勝てる！テニス最強の
メンタルトレーニング

海野 孝

かわいいミラー刺繍
インドに伝わる伝統の技法をわかりやすくアレンジ

宮内 愛姫

現代演劇大全
いま観るべき舞台のすべてがわかる

マガジンハウス／編

リコーダー四重奏で楽しむ
スタジオジブリ

金子 健治／編

萩野 正昭

誰でもすぐ取り組めるメン
タルトレーニングを紹介。
現役で活躍するレフェリー
へのインタビューも掲載。

村上 貴聡／監修

スポーツ審判
メンタル強化メソッド

着せかえあみぐるみ
DOLL

Miya

出版プロジェクトに
取り組む著者が、先
駆的な歩みを振り返
りつつ、本と出版の
未来に向けて語る。

山中 伸弥
浅井 健博

山中伸弥人体を語る
NHK スペシャル 『人体』

戦国の城の絵事典
見て楽しむ

絵本作家のブルース

長谷川 義史

NHK スペシャル「人体
神秘の巨大ネットワー
ク」制作統括者との対談
を通じて、山中教授が人
体の不思議、再生医療
の現状と未来、生命科学
の魅力について語る。

クリステン・グーラ

主婦の友社／編

コントロール不能な人
生の流転を描いた作品
や、画家の人生を変え
た 1 枚など「運命の絵」
を読み解く。

これからの
本の話をしよう

多肉植物＆コーデック
スの属や主流の科目、
主流の品種などについ
て、学名の由来や原産
地、性質、栽培のポイ
ントなどを、写真とと
もに詳しく解説。



その症状って、 本当に認知症？ コンロ１つで自炊Ｌｅｓｓｏｎ
金丸 絵里加／料理

政治・経済・ビジネス・コンピュータ・実用書

妊娠中の赤ちゃんと母体の
ために、時期別、症状別に
分けて産前～産後まで毎日
簡単に作れる 280 レシピを
紹介。改善するレシピを紹
介する。

ハンス・ロスリングほか

子どもがダイエットに一生
悩まなくなる食事法

牧野 直子

朝 10 分！中高生の
ラクチン弁当３２０
作りおきしても朝作っても OK の
かんたんレシピ

食のスタジオ

暮らし・健康・子育て

朝田 隆

田中 亘

赤ちゃんが元気に育つ時期別
妊娠中のおいしい食事280品

川名 有紀子・高橋 嘉名芽
／医学監修栄養指導

『県別方言感覚表現辞典』 〔R818〕 　真田信治・友定賢治／編　100 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 . 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。

Q

A

天照大神など、日本の神様について知りたい。
情報

オアシス
から

FACTFULNESS

不妊治療情報センター／編

ｉ‐ｗｉｓｈ ママになりたい

大森 弘

年金だけでも暮らせます
荻原 博子

やらないことを決めれば、
年金だけで暮らせる ! 年金
制度の仕組みや活用方法、
生活費等の出費の切り詰
め方など、定年後に向け
て知っておきたいお金と
の付き合い方を伝える。

指でトントン！３０秒タッピング
ストレスと不快な症状が一気になくなる！

山富 浩司

子どものこづかいの指導
予算生活をさせよう

齋藤 勝通
学年に即したこづかい
の与え方・使わせ方、
こづかい帳のつけ方、
教科で行うこづかい指
導のあり方などを詳述
する。

マンガでわかる！からだのしくみ、
病気のメカニズム

人間のからだはどう
なっているのか、病気
になったら人のからだ
はどう反応するのか…。
病態生理学の基本をま
んがでやさしく解説。

とろとろオムライス、
チーズダッカルビ…。
コンロ 1 つのミニ
キッチンでも作りや
すい料理を厳選し、
写真とともに作り方
を紹介する。

齋藤 孝

ネット断ち
毎日の 「つながらない 1 時間」 が知性を育む

１日最低 1 時間、イン
ターネットや SNS から
離れて本物に触れよう。
深く沈潜する読書は血
肉になり、教養と品性
がにじみ出る -。知的な
大人へのメッセージ。

賢い人ほどとらわれる 10
の思い込みから解放され
れば、癒され、世界を正し
く見るスキルが身につく。
データや事実にもとづき、
世界を正しく読み解く習
慣「ファクトフルネス」を
紹介する。

祖父母学
5 つの心得と 32 の視点で考える
孫とのかかわり

おいしい珈琲を
自宅で淹れる本

富田 佐奈栄

 認知症と間違え
やすい病気や、高
齢者の認知機能を
低下させる要因
を、マンガやイラ
ストをまじえてわ
かりやすく解説。

塩浦 信太郎

できる Word 2019

男性不妊の検査と治療

小舘 由典

できる Excel 2019

井上 香緒里

できる PowerPoint 2019



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。
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３月

３月１日（金）～３月１７日（日）まで

ギャラリー展示

図書整理日

3月からのテーマ展示 （期間：3～5月）

半落ち

天地明察 冲方 丁蜜蜂と遠雷 恩田 陸

キッチン 横山 秀夫

新小２年生「スイミー」版画作品展

平成のベストセラー小説（文芸書）

24
31

新十津川小学校２年生

児童が授業で制作した

カラー版画作品展です。

絵本 『スイミー』 のイメー

ジが、 画用紙いっぱい

に広がります。

春休み上映会 春休み上映会

手作り講習会

※詳細はチラシ、ポスターをご覧ください。特別行事
春休み上映会

1:30～２:0510:30～ 11:05

22日（金）は、
２本立てです！

子ども～向け

「おおはくちょうのそら」 「おしりたんてい」

3/22(金)
午前 午後 1:30～ 3:0010:30～ 12:00

子ども～
向け

中高生～大人
向け

「みつばちマーヤの大冒険」 「風雲児たち
　　　　　～蘭学革命篇～」

午前 午後

3/2３(土)
入場無料・申込不要

養蜂家の父とともに各地を転々とし自宅にピア
ノを持たない少年、かつての天才少女、サラリー
マン…。ピアノコンクールを舞台に、人間の才
能と運命、音楽を描いた青春群像小説。

唯一の肉親であった祖母を亡くし、祖母と仲の
良かった雄一とその母 ( 実は父親 ) の家に同居す
ることになったみかげ。何気ない二人の優しさ
に彼女は孤独な心を和ませていくのだが……。

吉本 ばなな

江戸時代、「日本独自の暦」を作ること
に生涯を賭けた男がいた。太陰暦を作
り上げる計画を、個の成長物語として
重厚に描く。

請われて妻を殺した警察官は、死を覚悟していた。
全面的に容疑を認めているが、犯行後 2 日間の空
白については口を割らない「半落ち」状態。男が
命より大切に守ろうとするものとは何なのか。


