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新しい本
インフォメーション

2019年
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月号
★５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

中野のお父さんは
謎を解くか

北村 薫

病床の夫のつぶやきの意味は ? 当
て逃げ事故の意外な犯人とは ? 泉
鏡花が秋声を殴った理由は… ? 編
集者の娘と本好きの父の名探偵コ
ンビが、日常と本の謎に挑む !
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「2019 本屋大賞」が決定しました！

　5月 12 日（日）10 時～ 15 時、町内の
小学５・６年生がカウンター業務や展示・
調べものなど、図書館員の仕事を体験し
ます。

　2019 本屋大賞が
決まり、大賞は瀬尾
まいこさんの『そし
て、バトンは渡され
た』となりました。
　本屋大賞作品は、
カウンター前に展示
していますので、ご
利用ください。

「小学生一日図書館員体験」を行います！

お知らせ



日本の小説

マジカルグランマ

少年は死になさい…美しく
新堂 冬樹

妊娠中の妻と幼い娘を少
年たちに凌辱の末、殺害
された男。彼が胸に抱い
たのは、悲しみでも憎し
みでもなく、妻子の殺さ
れ方が美しくないことへ
の憤りだった…。

呪護
今野 敏

男子高校生が教師を刺
す事件が起きた。警視
庁の富野は、生徒の供
述に違和感を覚える。
教師が入院している病
院に向かった富野は、
そこでお祓い師の鬼龍
たちと再会し…。柚木 麻子

傑作はまだ
瀬尾 まいこ

引きこもり作家の前
に突然現れた初対面
の息子。孤独に慣れ
切った世間知らずな
父と、近所付き合い
も完璧にこなす息子
の同居生活。２人の
物語の行方は…。

肖像彫刻家
篠田 節子

八ケ岳山麓で銅像職人
として再出発した正
道。しかし彼の作品に
は、文字通り魂が宿っ
てしまうのだった。周
囲の思惑そっちのけ
で、銅像たちが語り始
めたホンネとは…。

崩壊の森

本城 雅人

とめどなく囁く
桐野 夏生

超高級分譲地で、資産家
の夫と暮らす早樹。前妻
を病気で、前夫を事故で
亡くしたふたりの再婚生
活。ある日、もう縁遠く
なったはずの前夫の母親
から電話が…。

隠居すごろく 西條 奈加
巣鴨の糸問屋の店主・
徳兵衛は、隠居生活に
入った。人生を双六に
たとえれば隠居は「上
がり」のようなもの。
だが、孫の千代太が隠
居家を訪れたことで、
予想外に忙しい日々が
始まった !

トリニティ

窪 美澄

渦 妹背山婦女庭訓魂結びいも殿さま
土橋 章宏

大島 真寿美
引退を控える旗本・井
戸平左衛門は、町奉行
から、飢饉と悪政に喘
ぐ石見銀山の地に行く
よう命じられる。たど
り着いた石見の土地
は、想像を絶する悲惨
な状況だった…。

江戸時代、芝居小屋が
立ち並ぶ大坂道頓堀。
虚実の渦を作り出し
た、もう一人の近松が
いた…。浄瑠璃作者・
近松半二の生涯を描い
た、著者初の時代小説。

夢の迷い路

西澤 保彦

飛族

村田 喜代子

もういちどベートーヴェン
中山 七里

ピアニストになる夢を
諦め法曹界入りした天
生は、岬洋介と検察庁
の実務研修を受けてい
た。動かぬ証拠があり
ながら、夫の殺害を否
認する妻の取り調べに
立ち会い…。

カゲロボ

木皿 泉

帰還

堂場 瞬一

わたし、 定時で帰ります。
ハイパー

朱野 帰子

絶対に残業しない主
義の結衣がとうとう
管理職に。今度の相
手は、手ごわい新人
たちと、ハラスメン
トまみれの超絶ブ
ラック企業 !?

落花
己の音楽を究めん
と、幻の師を追い
京から東国へ下っ
た仁和寺の梵唄僧・
寛朝。そこで彼は、
荒ぶる地の化身の
ようなもののふ、
平将門と出会い…。

澤田 瞳子
混物語

西尾 維新

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）

「さよならドビュッシー」シリーズ

父と子の再生の物語

武士の世の胎動を描く歴史長篇

昭和・平成から未来へと繫ぐ希望を描く



シーソーモンスター
伊坂 幸太郎

バブルに浮かれる
昭和の日本。一見、
どこにでもある平
凡な家庭の北山家
だったが、ある日、
嫁が姑の過去に大
きな疑念を抱くよ
うになり…。

浮雲心霊奇譚
５ 呪術師の宴尼子姫十勇士

諸田 玲子
神永 学

毛利に滅ぼされた尼子
一族。神の化身・八咫
烏の囁きに導かれ、尼
子氏残党がただ一人
の末裔スセリ姫のもと
に結集し、強大な毛利
軍に戦いを挑む ! 

神楽坂の武家屋敷に
招かれた、憑きもの
落とし浮雲と八十八。
霊媒師が集められ、
嫡男・浩太朗の除霊
を依頼される。しか
し、一同の目の前で
浩太朗が殺され…。

もの書く人のかたわらには、
いつも猫がいた

角田 光代ほか

ノンフィクション・エッセイ・他

「い わ ゆ る 男 女 の
仲って何 ?」。ついつ
い考えすぎちゃう絵
本作家が、まじめな
事から世にも下らぬ
事までスケッチと共
に書きとめる。

 ヨシタケ シンスケ
マリコを止めるな！

林 真理子
引きも切らぬ不倫報
道、日大タックル問題、
紀州のドン・ファン事
件、皇族の結婚…。時
代を一刀両断し続け
た、林真理子のタブー
なきエッセイ第32弾。

停泊中のクルーザーで起
きる殺人事件。事件解明
に奮闘するのは、アマ
チュア探偵と、スコット
ランド警察の警部。事件
は謎を深め、徐々に真相
に近付いてゆき…。

絶版殺人事件
ピエール・ヴェリー

佐藤 絵里／訳

外国の文学

20 世紀初頭に生まれ奇術
師となるモシェと、21 世
紀初頭、両親の離婚に悩
むマックス。ナチス政権
下と現代、それぞれに孤
独を抱えながら艱難を越
えてゆく少年の姿を温か
な筆致で描く。

エマヌエル・ベルクマン
浅井 晶子／訳

トリック 荒野にて ウィリー・ヴローティン
北田 絵里子／訳

生活費に困り、競馬
場で調教師の手伝い
をはじめた、15 歳の
少年チャーリー。あ
る事件をきっかけに、
ひそかに老いた競走
馬を連れ出して、伯
母のもとをめざし…。

もしすべてのことに
意味があるなら
がんがわたしに教えてくれたこと

鈴木 美穂

はればれ、 お寿司

 嵐山 光三郎ほか

母のうた
美智子さまの御歌

田中 章義

レフトハンド ・
ブラザーフッド

知念 実希人

鬼憑き十兵衛

大塚 已愛

居酒屋ぼったくり１１

秋川 滝美

家族終了

酒井 順子

 NHK「ネコメンタ
リ ー  猫 も 、 杓 子
も 。」 を 書 籍 化 。
角田光代、吉田修
一、養老孟司ら人
気作家6人が“個性
あふれる愛猫との

思わず考えちゃう

ユーモアの極意

中村 明

がんと生き、 母になる
死産を受け止めて

村上 睦美

歴史ファンタジー

2019 年 4 月公開映画の原作



歴史・社会・教育・知識

天声人語
２０１８年７月－１２月

朝日新聞論説委員室

強制不妊
旧優生保護法を問う

毎日新聞取材班

相原 秀起 

ＡＮＡ８５７便を奪還せよ
函館空港ハイジャック事件１５時間の攻防

1995 年 6 月 21 日、羽
田発函館行の ANA857
便がハイジャックされ
た。警視庁特殊部隊
SAT 支援の下、北海道
警察機動隊と刑事が突
入を敢行し…。

福川 裕一／監修

となりの野生ヒグマ
いま何が起きているのか

北海道新聞野生生物基金・
北海道新聞社／編

平成から大化まで
全元号解説

河野 浩一
大化から平成に至るす
べての元号 247 につい
て、改元年月日、改元理
由、その時代背景につ
いてまとめ、歴史を遡っ
て解説する。

ブッシュクラフト読本
自然を愉しむ基本スキルとノウハウ

ブッシュクラフトは、
シンプルに自然と自分
と対峙する遊び。事前
準備から設営、クラフ
トのつくり方などブッ
シュクラフトの入口を
わかりやすく、実践し
やすいように紹介。

マンガ僕たちの
日本国憲法

池上 彰／監修
門脇 正法／原作

さまよう遺骨
日本の 「弔い」 が消えていく

ＮＨＫ取材班

伝承農法を生かすマンガで
わかる家庭菜園の裏ワザ

木嶋 利男

10 の装飾的な手芸
テクニックを写真で
解説するほか、それ
らのテクニックを
使った、おしゃれな
普段使いの小物の作
り方も紹介します。

装飾手芸テクニックで作る
とっておきの小物

グラフィック社編集部／編

趣味・娯楽・旅・スポーツ

山旅ベストルート

いぬねこ動物病院
日記

とみた 黍

旅行が 200％楽しくなる！
スーツケース収納術
不器用でもズボラでもマネできる

 三田村 蕗子

現代湯治
全国泉質別温泉ガイド

一般社団法人
日本温泉科学会／監修

ソロタビ 札幌 ・ 函館
ひとり旅って、 こんなに楽しい！

JTBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ／出版

NHK「チコちゃんに
叱られる！」制作班／編

56 の神社の特徴的な鳥居
を取り上げ、鳥居のカタチ
と鳥居のある風景を写真で
紹介し、鳥居の細部の意匠
をイラストで解説する。

藤本 頼生
鳥居大図鑑

金栗四三の生涯走れる
ランニング術

本條 強

「なぜパンダは白黒 ?」
など、チコちゃんが
問いかける 17 の疑問
に対する答えと解説
を収録。

中村 三郎

平成新語出どこはどこ？ 
平成を象徴する言葉の 「起源」 ！

超入門！ニッポンの
まちのしくみ
「なぜ？どうして？」 がわかる本

野球の撮り方
ガイドブック

チーム野球フォト／写真・解説

オタク、ゆるキャラな
ど平成に入って社会に
定着し、日常的に使わ
れるようになった「新
語」を取り上げ、意味
だけではなく「出どこ」
についても解説する。

長谷部 雅一

枻出版社／出版

農薬・化学肥料を使わな
い野菜づくりの知恵と科
学的な根拠を裏ワザとし
て、わかりやすく紹介。

チコちゃんに叱られる

目的や日数に合わせ
て選べる山行ガイド
集。一度は行きたい
槍・剱ルート、北ア
ルプス王道ルート、
八ケ岳の人気ルート
など、全 150 ルー
トを収録する。



親が喜ぶ作りおきごはん
元気で長生きしてほしいから

大学進学のための “返さなくてよい”
奨学金ガイド 給付型奨学金研究会／編

政治・経済・ビジネス・コンピュータ・実用書

栄養素を失わない食材の洗
い方・切り方、買った時よ
り栄養がアップする食材保
存のひみつ。体に届ける栄
養素を増やすことができる
調理法や食べ方を最新の研
究やデータをもとに紹介。

朝日新聞出版／出版

子連れ防災ＢＯＯＫ
全災害対応！１２２３人の
被災ママパパと作りました

ＮＰＯ法人ママプラグ

おおわだ保育園の
アレルギー除去 「なかよし給食」
身近な食材で作れる安心レシピ集

『新 幼児と保育』編集部／編

暮らし・健康・子育て

今泉 久美

その調理、 まだまだ
９割の栄養捨ててます！ 第２弾

東京慈恵会医科大学附属病院栄養部／監修

『日本の年中行事を英語で紹介する事典』 〔386.1 イ〕 Ｐ86・126　石井智子／著　ナツメ社

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 . 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。

Q

A

情報
オアシス

から

スマホで困ったときに開く本
2019

ホームライフ取材班／編

日本人の９割がやっている
残念な健康習慣
健康 病気 アンチエイジングの１２１項目

Ｌａｕｒａ

収納が、 ない！
おさめ ますよ

「使えない収納」を減ら
して「使える収納」を
増やす。1000 軒見てき
た収納ライターが、8 つ
の家の実例を、収納用
品全 73 アイテムととも
に紹介します。

冷凍つくおき

ｎоｚоｍｉ

haru_mi 春 vol.51
はるみの鶏肉レシピ、 おススメです

栗原 はるみ
鶏のから揚げ韓国風、
鶏肉ソーセージ、ゆで
鶏のバンバンジー、ナ
ンプラー油鶏…。栗原
はるみの鶏肉レシピを
紹介。

世界一おいしい手抜きごはん
最速！やる気のいらない１００レシピ

料理初心者や忙しくて
料理に時間をかけられ
ない人へ、誰が作って
も 100% 簡単で美味し
く作れるレシピを紹介
します。

給付型奨学金を紹介
するほか、日本の奨
学金制度の現状と課
題、大学生活にかか
わる費用、奨学金制
度の新動向や、今後
の展開などを示す。

北條 久美子

仕事が楽しくなる働き方の
７マナー

見た目、会話、段取り、お
願い・お断り…。仕事や
プライベートで接する相
手、そして自分を思いや
るための7マナーの力と、
それを身につけるための
簡単なレッスンを紹介。

LINE はどうやって使う
の？ アプリをグループ
分けするには ? 写真を
整理する方法はある？ 
スマホで困ったことを
解決する。ＩＴ＆デジタ
ル用語集も収録。

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！

おしゃれな着物の
髪型カタログ
礼装から気軽なお出かけ、 お稽古まで

鈴木 富美子／監修

離れて暮らす親、
介護未満やひとり
暮らしの親の食事
をサポートする人
に向けて、塩分ひ
かえめ、ラクに作
れるレシピを紹介。

はらぺこグリズリー

布施 直春

改正入管法で大きく変わる外国人
労働者の雇用と労務管理

新しい在留資格「特定
技能1号・2号」をはじ
めとする改正入管法の
内容や、外国人の出入
国・在留・就労の許可
のしくみを説明。

平成に入って噴火した日本の火山を知りたい。



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  

５月ギャラリー展示

図書整理日

５月からのテーマ展示 （期間：５～７月）

キャンプ
スタートBOOK 枻出版社／出版

万葉集
美しき “やまとうた” の世界 池田 彌三郎

田辺聖子の古典まんだら 上下 茂木 雅世・
鳥越 美希／監修

新しいことはじめませんか

小学生
一日図書館員

※詳細はチラシ、ポスターをご覧ください。特別行事

柿本人麻呂、山部赤人など万葉歌人たちの魂の
名歌。美しき「やまとうた」の世界を、歌にち
なんだ写真と現代文でわかりやすく解説。

古典はとても大事な民族遺産である。田辺聖
子がその魅力や楽しさを縦横無尽に語る。「古
事記」「万葉集」から、「土佐日記」「枕草子」「と
りかへばや物語」などを収録する。

田辺 聖子

快適キャンプのための三種の神器、テントサ
イトのつくり方、シーン別旬のキャンプスタ
イル、キャンプ料理のきほんなどを紹介する。

かわいく楽しいお茶タイムのヒントを、日本
茶アーティストと料理研究家がレクチャーし
ます。個性豊かな日本茶カフェも紹介。

５月８日（水）～

　　30日（木）まで

「いちいの会写真展」

気軽にしたしむ日本の古典～
やまとなでしこ
お茶はじめ

新十津川町写真同好会の仲間による、
町内外の自然風景の写真を展示しま
す。

（土）6/29

音読　　　  　脳トレ による  　 　 教室
午後１:30 ～３;30

（定員 20名）　

５月 18 日 （土） ～６月９日 （日）

講 師

参加者募集！

大人の図書館講座 2019

新十津川町図書館

5歳若返りませんか？

申込受付期間申込受付期間 申込多数の場合は、町内の方を優先に先着順となります。

田嶋 扶二子 氏


