
新 十 津 川 町 図 書 館   一 般 向 け 図 書 館 だ よ り

新しい本
インフォメーション

2019年
（平成31年）

月号★４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

真実の航跡

伊東 潤

太平洋戦争中に起きた非道な捕虜
殺害事件。戦後、BC 級戦犯裁判の
弁護人となった鮫島は、裁判資料
を読み込むうちに、この事件が、
大日本帝国海軍が抱える闇に気づ
き…。
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大型連休に向けて、貸出期間が 3 週間、
貸出冊数が 20 冊になります！
　４月 29日（月）から５月６日（月）まで、
大型連休となるため、図書館は休館とな
ります。そのため、４月 16 日（火）から
４月 28日（日）の貸し出し本は、約３週間、
20冊の貸し出しとなります。
　たくさんのご利用をお待ちしています。

利用案
内

他館の本も新十津川町図書館で
借りられます。
　新十津川町図書館に所蔵がない本も、
他館から借りて、貸し出しができます。
　リクエストカードに希望する書名等を
記入し、カウンターにお出しください。
　他館の都合などにより、しばらくお時
間をいただく場合もありますので、お急
ぎの時はお知らせください。
　なお、借りられないなど、希望に添え
ない場合もございますので、ご了承くだ
さい。



日本の小説

みかんとひよどり

梟の一族
福田 和代

忍者の末裔にして一
瞬も眠らない一族“梟”
の住む里が、火災で
壊滅。誰がどんな目
的で里を襲ったのか ?  
“梟” の女子高生・史
奈が、巨悪と戦う ! 

家康に訊け
加藤 廣

混迷の現代日本の舵
取りは、徳川家康に
尋ねよ ! 長く隠忍自
重の日々を強いられ
た家康を、「国家経
営」の視座から新
データで描き直す。近藤 史恵

機捜２３５ 今野 敏
渋谷署に分駐所を置
く警視庁第二機動捜
査隊に、高丸の新し
い相棒が着任した。
それは白髪頭の定年
間際の男・縞長だっ
た。縞長は苦労を重
ね、思いがけない実
力を秘めた刑事で…。

死にがいを求めて
生きているの 朝井 リョウ

植物状態のまま眠る
青年と見守る友人。
美しい繫がりに見え
るふたりの歪な真実
とは ? 朝井リョウが
現代の闇と祈りを込
めて描く。

麦本三歩の
好きなもの

住野 よる

傲慢と善良
辻村 深月

進学、就職、結婚。あら
ゆる選択を決断してきた
のは本当に私自身なのだ
ろうか ? 姿を消した婚約
者を探すため、西澤は、
彼女の過去と向き合うこ
とになるが…。

夜の塩 山口 恵似子
昭和 30 年。名門私立
女子校で教師として働
いていた十希子の母
が、汚職事件に関与し
ていた男と心中したと
いう。謎を解くため、
十希子は母の勤めてい
た高級料亭で仲居とし
て働き始め…。

趣味で腹いっぱい

山崎 ナオコーラ

横道世之介 続イシイカナコが笑うなら
額賀 澪 吉田 修一

仮面ダメ教師の菅野
は、かつての同級生の
幽霊イシイカナコに遭
遇。過去へ戻って人生
をやり直そうとする
が、カナコには別の思
惑があって…。

バイトで食いつなぐ横
道世之介、24 歳。人生
のダメな時期にあるが、
彼の周りには笑顔が絶
えない。そして27年後、
オリンピックに沸く東
京で、小さな奇跡が…。

こうして誰も
いなくなった

有栖川 有栖

姑の遺品整理は、
迷惑です

垣谷 美雨

お茶壺道中
梶 よう子

御茶壺道中にあこが
れ、葉茶屋の奉公人
となった仁吉。旗本
阿部正外から茶への
熱意を認められ、阿
部の贔屓の奉公人と
なるが…。

瞳のなかの幸福

小手鞠 るい

くらやみ
ガールズトーク

朱野 帰子

陰陽師女蛇ノ巻
夢枕 漠

毎夜あらわれては、
少納言の右手ばかり
を嚙む女の正体と
は。稀代の陰陽師・
安倍晴明と、笛の名
手・源博雅の名コン
ビが、都の怪異を解
き明かす。

ザ ・ ウォール

ザ・ウ ォ ー ル は、
変形スタジアム。
か つての 名門ス
ターズは、打者有
利の球場に四苦八
苦しつつ、堅実な
采配で試合に挑む
が…。

堂場 瞬一
エスケープ ・
ト レイン

熊谷 達也

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）

「宇都宮城血風録」も併載した加藤廣の遺作集

屈託を抱えた大人のための成長小説

お茶が映し出す江戸と幕末の変遷を描いた長編小説



俺のモシリ
オホーツク森の七つの物語 上伊澤 洋

アイヌに生まれた五
郎は、なぜ一人で暮
らす道を選んだのか
…。人間の尊厳、自
然との共生など、バ
ラエティーに富んだ
味わい深い物語全 7
編を収録する。

幽霊解放区
ノースライト

横山 秀夫 赤川 次郎
一級建築士の青瀬が設
計した新築の家。しか
し、Ｙ邸に越してきたは
ずの家族の姿はなく、
一脚のタウトの椅子だ
けが浅間山を望むよう
に残されていた。Ｙ邸で
何が起きたのか ? 

宇野と夕子が旅先の
レストランで食事を
していると、予約電
話が入った。その客
は、かつて少女殺害
容疑で逮捕され、現
場検証の直後に事故
で死んだ男で…。

脚本家という仕事
ヒットドラマはこうして作られる

ペリー荻野／著

ノンフィクション・エッセイ・他

互いに関わりなが
ら生きてきた文豪
たち。現代の作家・
山崎ナオコーラが、
お墓まいりをする
ことで昔の作家に
会いに行く。

 山崎 ナオコーラ

いつも心に樹木希林
キネマ旬報社／出版
女優・悠木千帆の誕
生から樹木希林へ。
2018 年に亡くなっ
た女優・樹木希林の
一生を、本人のイン
タ ビ ュ ー や 対 談、
エッセイ等で辿る。

異星人と共存すること
になった人類の葛藤を
描く表題作ほか、殺し
屋として育てられた唐
の娘の物語「隠娘」な
ど、全 20 篇を収録す
る。

生まれ変わり
ケン・リュウ

吉沢 嘉通・他／訳

外国の文学

存在しないことを強いら
れる彼らの痛みは、新し
い物語へと編みなおすこ
とができるのか。世界各
地の難民作家１８人が綴
る「場所を追われた者」
たちの物語。

ヴェイト･タン・ウェン／編
山田 文／訳

ザ ・ ディスプレイスト
難民作家１８人の自分と家族の物語

種の起源
チョン・ユジョン

カン・バンファ／訳
25 歳の法学部生ユジン
は、血の匂いで目覚めた。
自分が全身血だらけなの
に気づいたユジンは、階
段の下に広がる血の池に
母の死体を発見する。時々
記憶障害が起きる彼には
前夜の記憶がなく…。

洋食小川

小川 糸

老いてこそユーモア

阿刀田 高

Ｋｅｅｐ　your smile

momoちゃん

魔眼の匣の殺人

今村 昌弘

うちのレシピ

滝羽 麻子

ウチらは
悪くないのです。

阿川 せんり

三浦雄一郎
挑戦は人間だけに許されたもの

三浦 雄一郎

大石静、岡田恵和、バ
カリズムら第一線で活
躍する現役脚本家が、
自身のヒットドラマの
創作過程を明かす。シ
ナリオスクールの有効
な活用法なども掲載。

文豪お墓まいり記

ドラマへの遺言

倉本 聡
碓井 広義

ヴィオラ母さん
私を育てた破天荒な母 ・ リョウコ

ヤマザキ マリ

半身まひになってしまった女の子が綴る、
ハッピーでいるための 15 のコツ

７編を収録した幽霊シリーズ第２７弾



歴史・社会・教育・知識

図解超早わかり
１８歳成人と法律

南部 義典

学校では教えてくれない！
英文法の新常識

鈴木 希明

ストップいじめ！ナビスクールロイヤーチーム／編 

スクールロイヤーに
できること

学校に関わる法律家と
して、2018 年 4 月か
ら試験的に導入が開始
されたスクールロイ
ヤー (SL) 制度。基本的
な法制度や裁判例と共
に SL の活動等を紹介。

野口 悠紀雄

図説日本の活断層
空撮写真で見る
主要活断層帯３６

岡田 篤正
八木 浩司

最後の頭取
北海道拓殖銀行破綻２０年後の真実

河谷 禎昌
バブル経済の生成と崩壊
を実体験した、北海道拓
殖銀行元頭取の体験記。
拓殖破綻から 20 年が過ぎ
た今、後世に伝えるバブル
の教訓をすべて綴る。

大人デザインのバッグと
小もの

定番のマルシェバッ
グから、あみぐるみ
や チ ャ ー ム な ど の
ユーモラスな小もの
まで。ジュートなど
を使ったかぎ針あみ
で作るバッグと小も
のを紹介します。

子どものまちのつくり方
明石市の挑戦

泉 房穂

選択的夫婦別姓
予想される大混乱

平野 まつじ

もっと知りたいクリムト
生涯と作品

千足 伸行

華やかでセンスのよ
い寄せ植えに定評が
ある著者による、花
のディスプレイアイ
ディア BOOK。寄せ
植えや花鉢の飾り方
から、花壇のつくり
方まで紹介する。

素敵に飾る小さな庭
黒田 健太郎

趣味・娯楽・旅・スポーツ

美しく着やすい型紙補正

スポーツするえほん

中川 素子

心華やぐタティングレース
結びのレースで、 心に癒しとときめきを。

 ブディック社／出版

パーフェクト配色ブック
イメージ ・ 国 ・ 季節 ・ 行事から
すぐにみつかる

武川 カオリ

羊毛で作るはじめての
可愛いドール

ウエノ ミホコ

斎藤 孝

あらゆる人が楽しめる 24
軒の銭湯をピックアップ。
その魅力を、番頭兼イラス
トレーターの著者が建築の
図法で描く銭湯図解ととも
に紹介する。

塩谷 歩波
銭湯図解

ヘビって
オナラするの？

ニック・カルーソ

日本語で書かれた感
動の名著を、声に出
して読むだけで、頭
と心を整えられる ! 
54 作品を収録。

ＣＣＣメディアハウス／出版

ニューズウィークが見た
「平成」 1989-2019

平成はなぜ失敗したのか
「失われた３０年」 の分析

色と構図で風景をアートに
変える四季の風景写真術

柄木 孝志ほか

世界情勢と同時に、国際
的な視点から日本を報じ
てきた『ニューズウィー
ク日本版』。平成の 31
年間の記事を厳選し、当
時の表記やデザインをほ
ぼ忠実に再録する。

青木 恵理子

土屋 郁子

生い立ちから、黄金様
式の時代、自由でカラ
フルな作品を描いた晩
年までを多くの作品と
ともに紹介する。

斎藤孝の
音読ｄｅ名著

型紙作りの段階で直せ
るパターン操作方法、
着用後の補正のパター
ン操作、丈を長く・短
くするなどの型紙のサ
イズ調節の方法など、
型紙の補正例をわかり
やすく解説する。



リンパ浮腫のことがよくわかる本 グレイヘアのおしゃれ
着こなし入門 大沢 早苗

政治・経済・ビジネス・コンピュータ・実用書

家族から教わったこと、フ
ランス留学での経験、プロ
の世界での学び…。「予約の
取れない伝説の家政婦」が、
自身の半生といろいろな仕
事を通して学んだ料理のコ
ツを綴る。思い出が詰まっ
た31のレシピも紹介。

奥野 文夫

北欧テイストで楽しむ
１００人の家づくり

ネコ パブリッシング／出版

米粉で作るうれしい
和のおやつ

森崎 繭香

暮らし・健康・子育て

宇津木 久仁子

厨房から台所へ
志麻さんの思い出レシピ３１

タサン 志麻

『日本の神様読み解き事典』 〔R172 カ〕 　川口 謙二／編著　柏書房

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！

２月号の答えは …  Q . 天照大神など、日本の神様について知りたい。

Q

A

情報
オアシス

から

６０歳からの働き方で、
もらえる年金がこんなに変わる

ｍａｙｕ

我が家に心地よい
おうち効率

死んでも床にモノを置かない
須藤 昌子

棚数はむやみに増やさな
い、できるだけ似た服は
買わない、クローゼット
は満タンにしない。やら
ないことを決めるだけ。
部屋が整う「やらない
ルール」を紹介する。

なりたい自分は髪でつくる

砂原 由弥

一肉一菜おかず
買い物がラク、 調理もカンタン

吉田 麻子
お肉も野菜もしっかり
食べたい ! 忙しくても
パパっと作れて、おい
しいとヘルシーを両方
かなえる「予約が取れ
ない料理教室」の肉野
菜レシピを公開。

鼻は 1分でよくなる！
花粉症も鼻づまりも鼻炎も治る！

体を目覚めさせ、鼻を
よくする「正しい体の
使い方」や「生活習慣」
に加え、体が本来の機
能を正常に発揮するた
めのエクササイズや、
ツボ押しなどを紹介。

グレイヘアが素敵に
見える 5 つのルール
をはじめ、似合うア
クセサリー、きれい
なグレイヘアを育て
る方法、移行期の過
ごし方等を紹介。

池上 彰

政治のことよくわからないまま
社会人になった人へ

民主主義とは ? 衆議院
と参議院の違いは ? 内
閣とは? 日本国憲法の内
容は ? 政治の基本中の
基本をわかりやすく解
説。「日本」という国の形
としくみがわかる書。

そろそろ年金のことが
気になってきたサラ
リーマンに向け、年金
で損をしないために
知っておきたいことを
まとめた書。よくある
質問にも答える。

猫いっぱいの
スイーツＢＯＯＫ
すごーくかわいくて、 ぜんぶ作れる、
食べられる！

みそ玉
一日一杯のみそ汁が、 不調に効く！

村上 祥子

  リンパ浮腫になら
ないようにする方
法は？リンパ浮腫
の診断・治療から
悪化を防ぐ暮らし
方までイラストを
交えて徹底解説。

今野 清志

男性不妊の検査と治療

牧野総合法律事務所弁護士法人
合同会社 LEGAL EDGE

ＧＤＰＲの仕組みと対策が
よ～くわかる本

データ保護に関する世界
水準のルールとなるGDPR
が2018 年５月に施行され
た。GDPR とは何なのか、
どう対応すればよいのか
をわかりやすく解説。

端午の節句や雛祭りについて英語で説明するのに、参考になる本はないか。



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  

４月ギャラリー展示

図書整理日

4月からのテーマ展示 （期間：４～６月）

ママを殺した

働く男 星野 源フレディ ・ マーキュリー
ア ・ ライフ ・ ヒズ ・ オウン ・ ワーズ

ｸﾞﾚｯｸﾞ･ﾌﾞﾙｯｸｽ
ｻｲﾓﾝ･ﾗﾌﾟﾄﾝ／構成・編集

一切なりゆき 藤 真利子

※詳細はチラシ、ポスターをご覧ください。特別行事 2019

クイーンの結成当時からの足跡やその作品、音
楽、恋人、人生など、フレディの言葉をつづっ
たフレディ・マーキュリー発言集。

名女優が語り尽くした生と死、演技、男と女。
さまざまな雑誌に掲載された樹木希林の言葉を
まとめる。ユーモアと洞察に満ちた希林流生き
方のエッセンスが満載。

樹木 希林

自作曲解説、出演作の裏側、映画連載エッ
セイまで、くだらなさも真剣度も 120%
全部盛り ! 星野源が、過剰に働いていた
時期の自らの仕事を解説。

最愛のママが多臓器不全で亡くなった。亡く
なったと言うよりは、死んでしまった。死ん
でしまったと言うより、死なせてしまった。
いや、死なせてしまったと言うよりは…。

４月１日（日）～

　　　26日（木）まで

「新小卒業制作展」

　３月に新小を卒業した皆さんの作品を
展示いたします。家族への感謝の気持ちを
自画像とともに描かれている作品です。

BIOGRARHY～あなたが気になる人は誰ですか？～

一日図書館員体験

対象は町内小学生５・６年生です。
カウンターや本探し、図書展示などに
挑戦してもらいます。

おとなの図書館講座
音読による脳トレ教室

6/29( 土 )

古本リサイクル市
9/28（土）

図書館からのおはなしのプレゼント☆サンタさんも登場！？

おはなしころりん
クリスマススペシャル
12/7（土）

皆さまからの寄贈本や図書館除籍本
などを提供いたします。

手作り講習会
2 月～ 3月(予定）

手作り作品の講習会を予定しております。10：30 ～（予定）

読んで唱えて脳を活性化させませんか？

7/13 (土)

おはなしころりん

図書館の中や外で、楽しい催しがいっぱい！

人形劇団クラルテ
　　人形劇公演

9/８（日）10：30 ～（予定）

大阪のプロ人形劇団による人形劇公演です。

（申込み制）

（申込み制）

5/12（日）

青空図書館

（申込み制） イラストレーター・絵本作家の
　「すずき　ももさん」が やってくる！

8/２５（日）

ギャラリーコンサート
10/13（日）

閉館後のギャラリーで愉しむオカリナ演奏会♪
ギターや朗読のコラボレーションもお楽しみに！

絵本作家スペシャル


