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新しい本
インフォメーション

2019年
（令和元年）

月号
★６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

めぐり逢いサンドイッチ
谷 瑞恵

靱公園にある「ピクニック・バス
ケット」は、笹子と蕗子の姉妹が
営む手作りサンドイッチの専門店。
子供のころの記憶に苦しむ OL や、
父の再婚に悩む少女 - 迷える人々
の心を、絶品サンドイッチが癒や
す優しくも愛おしい物語。
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　新十津川の小さな丸太小屋で、自給自
足の生活を営む「弁造さん」の生活を、
14年に渡って撮り続けた写真集。
そして弁造さんの “生きること” を思い紡
いだ 24 篇の記憶の物語と、40 点の写真
を収録した写文集です。ぜひ、ご利用く
ださい。

「庭とエスキース」

新十津川での「弁造さん」の生活を
撮った写真集と写文集の紹介です。

写真集「弁造」

奥山 淳志／著奥山 淳志／写真



日本の小説

悪の五輪

同潤会代官山アパートメント
三上 延

昭和と共に誕生し、その
終わりに解体された近代
集合住宅「同潤会代官山
アパートメント」。そこ
に暮らす一家の四世代に
わたる歳月を通して、心
の居場所を描く。

百花
川村 元気

認知症と診断され、
徐々に息子を忘れ
ていく母と、母と
の思い出を蘇らせ
ていく息子。ふた
りには忘れること
のできない “事件”
があった -。月村 了衛

余物語 西尾 維新
児童虐待の専門家に
仕立て上げられた阿
良々木暦は、家住准
教授から相談を持ち
掛けられた。我が子
を檻に入れたまま３
日も家に帰っていな
いという。彼は斧乃
木と現場に急行し…。

検事の信義 柚月 裕子
認知症の母を殺害して
逮捕された息子の裁判
を担当することになっ
た、任官 5 年目の検事・
佐方貞人。彼は、遺体
発見から逮捕まで「空
白の 2 時間」があるこ
とに疑問を抱き…。

ていん島の記

仁木 英之

白昼夢の森の少女
恒川 光太郎

人間の身体を侵食して
いく植物。それが町を
覆い尽くしたその先と
は…。美しくも残酷、
自由にして哀しい白昼
夢。彩りに満ちた１０
の短編を収録する。

夢見る帝国図書館
中島 京子

友人から依頼された
「日本で最初の国立図
書館の小説」を綴りな
がら、涙もろい大学教
授や飄々たる元藝大生
らと共に思い出をたど
り、友人の人生と幻の
絵本の謎を追い…。

キボウのミライ

福田 和代

転生 越境捜査彼女たちの場合は
江國 香織 笹本 稜平

14 歳と 17 歳の少
女は 2 人きりで“ア
メリカを見る” 旅
に出た…。美しい
風 景 と 愛 す べ き
人々、そしてあの
日の自分に出会え
る長編小説。

刑期を終えた元窃盗
犯の老人が告白した
過去の犯罪。30年前、
その事件は本当に起
きたのか !? 鷺沼 & 宮
野の型破りコンビが、
死んでいるはずの男
の過去に迫る。

金剛の搭

木下 昌輝

うちの子が結婚
しないので

垣谷 美雨

アンド ・ アイ ・ ラブ ・ ハー
小路 幸也

一進一退を続けるボン
の容態に、落ち着かな
い日々を過ごす堀田家。
進路に悩む研人に、老
人ホーム入居を決めて
きたと宣言するかずみ。
そして長年独身を貫い
てきた藤島がついに…。

ツバサの脱税
調査日記

大村 大次郎

残りものには、
過去がある

中江 有里

蒼色の大地
薬丸 岳

時は明治。「海」と
「山」、決 し て 交 わ
ることのないふた
つの血に翻弄され
る 3 人の少年少女
は、やがて国を揺
るがす争いに巻き
込まれていき…。

魔法を召し上がれ

マジシャン・ヒカルは、
昔突然この世から消え
た美波を忘れられな
い。ある日現れた、彼
女の死に関わりをもつ
男。その頃、ヒカルは
老マジシャンからロ
ボットを託され…。

瀬名 秀明
ゆりかごに聞く

まさき としか

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）

「東京バンドワゴン」第14弾

阿良々木暦の大学生編×怪異ミステリー! 心ふるわすリーガル・ミステリー全4編

本を愛した人々の物語



心音 乾 ルカ
先天性の心疾患が悪
化し、両親の懸命の
募金活動の末、アメ
リカで移植手術を受
けた少女明音。手術
は成功して、誰もが
明音の生を祝福して
いるかのようだった
が…。

チャイムが鳴ったこの橋をわたって

新井 素子
日和 聡子

17 歳のデビューから
独自の小説世界を創り
つづける新井素子の、
作家生活４０周年を記
念した作品集。さまざ
まな味わいの全８篇を
収録。

平凡な日常が少しずつ
失われていくことへの
不安に苛まれる、多感
で繊細な少年少女たち
を描く「虹のかかる行
町」をはじめ、家族と
子どもをめぐる全 4 編
を収めた中短編集。

夫が脳で倒れたら
三澤 慶子

ノンフィクション・エッセイ・他

 和 菓 子 の 魅 力、
銀座の名店から量
販店のスナックま
で、「和菓子のア
ン」の著者が美味
しく語り尽くす。

 坂木 司
そしていま、 一人になった

吉行 和子

母の静かな旅立ち、
劇団民 藝からはじ
まった女優人生、兄・
妹との日々…。母を
送り、自分も 80 歳を
超えた吉行和子が、
これまでの自分と家
族について綴る。

１５歳の少女テイラー
がある日、襲われ危篤
状態に。病室に横たわ
る自分の身体を前に混
乱する「テイラーの魂」
に、幼い頃遊んだ空想
上の友達が語りかけ…。

アップルと月の光と
テイラーの選択 中濱 ひびき

竹内 要江／訳

外国の文学

３大陸の３人の女性。か
け離れた境遇に生きる彼
女たちに共通しているの
は、女性に押しつけられ
る困難と差別のために立
ち向かっていること…。
逆境を生きる女性の連帯
を描く物語。

レティシア・コロンバニ
齋藤 可津子／訳

三つ編み 翼ある歴史 ソフィア・サマター
市田 泉／訳

帝国オロンドリアを二
分した、書物と言葉を
巡る大乱。その只中を
生きた剣の乙女、遊牧
民の歌い手、女司祭、
王家の娘は、正史から
は葬られた物語を、自
らの声で語り始め…。

一度きりの人生だから
大人の男の遊び方②

伊集院 静

ある日突然、 慢性疲労
症候群になりました。

  ゆらり

見仏記　道草篇

みうら じゅん
いとう せいこう

山海記

佐伯 一麦

Ｂｌｕｅ
葉真中 顕

バシレウス　呂不韋伝

塚本 靑史

釜石の風

照井 翠

働き盛りの夫を突
然襲った脳卒中と
半身の後遺症。何
の知識もなかった
私は、ゼロから手
探りで夫の復帰ま
でを「闘う」こと
になり…。

おやつが好き

天皇皇后両陛下の
歌から読む平成史

関川 夏央
山下 晋司／解説

元気に下山
毎日を愉しむ４８のヒント

五木 寛之

格差社会が生んだ闇に迫る
クライムノベル

壮大にして精緻なる本格ファンタジイ



歴史・社会・教育・知識

皇位継承
歴史をふりかえり変化を見定める

春名 宏昭ほか

ふるさと創生
北海道上士幌町のキセキ

黒井 克行

孫崎 享 

１３歳からの日本外交
それって、 関係あるの？

 元外務省国際情報局
長である著者が、中
学生や高校生にもわ
かるよう、日本外交
のあるべき姿を解説。
また、外交の分野で
一流と見られる人の
考えを紹介。

油井 宏子

その子の 「普通」 は
普通じゃない
貧困の連鎖を断ち切るために

富井 真紀

ＮＨＫＥテレ世界の哲学者に
人生相談スペシャルエディション

 高田 純次ほか
人を愛せない、憎しみを
抑えたい、自分の意見が
持てない…。古今東西の
哲学者のお考えを手がか
りに、相談者から寄せら
れたお悩みを解決する。

小鳥ぽんぽん
毛糸を巻いてつくる家鳥とちいさな野鳥

文鳥、セキセイインコ、
カナリア、ヤマガラ、
メジロ、ツバメ…。毛
糸のぽんぽんをベース
にして作る、かわいら
しい家鳥とちいさな野
鳥のレシピを紹介。

科学する心

池澤 夏樹

環状列石ってなんだ
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

ニッポンを解剖する！
北海道図鑑
JTBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ／出版

卓球の基本的な体の
使い方や各技術のコ
ツをＤＶＤと写真で
わかりやすく解説
し、卓球に関する頭
の良さ卓球ＩＱを高
めるためのアドバイ
スも掲載。

DVD で上達！卓球
基本と勝つためのトレーニング 宮﨑 義仁

趣味・娯楽・旅・スポーツ

掛軸　作品の魅力を引き立てるコツ

コッツウォルズ
イングリッシュガーデンと
ティールーム

小林 写函

初心者のオカリナ基礎
教本 2019
メロディをやさしく吹きながら実践で
学べる入門書  橋本 愛子

世界の本好きたちが教えてくれた
人生を変えた本と本屋さん

ジェーン・マウント

釣りの結び
完璧 BOOK
海釣り編

西野 弘章

ふでこ

Ｔシャツを裂いたような風
合いのアップサイクル糸・
ズパゲッティなどを使用し
たこもの４７点を、詳しい
写真プロセスで紹介。

ｱｯﾌﾟﾙﾐﾝﾂ/ 発行
ズパゲッティで編むバッグと
こもの大全集

るるぶドライブ北海道
ベストコース ’20

JTBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ／出版

筆ペンで自在に文
字や絵を描くコツ
を、写真でわかり
やすく解説する。

初田 景都

教科書から消える！？
偉人たち

くずし字辞典を引いて
古文書を読もう

北欧！自由気ままに
子連れ旅

織田 博子

人名を含め用語が大幅
に削られる流れがある。

「日本史」から消える可
能性のある偉人の業績
を紹介し、教科書から
その記述が消えたらど
うなるのかを考察。

trikotri

藤井 弘之／監修

自然景観の成り立ちや幻
想的な風景の秘密、そこ
でしか見られない美景、
ホットスポットを紹介。

ゆるふで
筆ペンで楽しく書けて想いが伝わる

掛軸を作る前に押さ
えておきたい基本を
確認し、仕立てる手
順を写真でわかりや
すく解説。和紙の選
び方や・裂の取り合
わせなど、掛軸をもっ
と楽しむ技が満載。



おいしいおはなし
子どもの物語とレシピの本

家事は８割捨てていい
佐光 紀子

政治・経済・ビジネス・コンピュータ・実用書

突然やってくる身内の介
護。働きながら介護を続け
るには ? 自己申告、事前準
備、ケアマネジャーの選び
方…。知らないと損をする
知識と手続きを、図表を交
えて具体的に紹介する。

神田 知宏

障害のある子が将来に
わたって受けられる
サービスのすべて

渡部 伸／監修

７０歳のたしなみ

坂東 眞理子

暮らし・健康・子育て

本とごちそう研究室

やさしすぎるあなたがくたびれないための
介護ハンドブック

東田 勉

『理科年表 2019』 〔R403.6 〕　国立天文台／編　丸善　Ｐ122

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！

５月号の答えは …  Q . 平成に入って噴火した日本の火山を知りたい。

Q

A

情報
オアシス

から

ネット検索が怖い
ネット被害に遭わないために

桝田 智彦

親から始まるひきこもり
回復
心理学が導く奇跡を起こす 5 つのプロセス

森 秋子

まいにち冷奴
おかずにも、 つまみにも。

小林 まさみ
シンプル・イズ・ベス
トの王道奴、野菜たっ
ぷりのサラダ奴…。冷
奴の無限の可能性を最
大限に引き出したレシ
ピ集。レンジで豆腐を
作る方法なども紹介。

かんたん家庭で作る
おいしい羊肉

菊地 弘／監修

鍛えれば 「骨」 は今日から
強くなる！　骨粗しょう症を防ぎ、 若さもキープする

セルフトレーニング＆生活術 太田 博明
骨についての正しい知
識を解説し、骨に効果
的な運動、骨の健康に
必要な栄養素などを紹
介します。チェックリ
ストつき。

３歳からのお弁当 続
ひとりでちゃんと食べられる！

フライパンでパッと作れる
らくらくおかず、ポリ袋で
一晩漬けるだけの手間なし
おかず。子どもがひとりで
食べられるおべんとうを調
理のコツとともに紹介。

 「掃除はルンバのお
仕 事」「家 事 が 辛 く
なったら業者に頼る」

「バスタオルの洗濯は
週 1 回」など、道具
に頼り、家族と役割
を分ける、家事ダイ
エット術を紹介。

堀 宏史

アイデアは捨てると
うまくいく

ボツ案を捨てる作業こ
そがアイデア開発にお
いて重要な意味を持つ。
余計なものや思いこみ
を捨てる事によってアイ
デアを生み出す、捨てる
アイデア発想法を紹介。

ネットの書き込みが原
因でいじめられたり、
進学や就職に不利にな
るなどの問題が急増中。
ネット被害に遭わない
ための予防策や解決法
をわかりやすく解説。

使い果たす習慣

野菜保存のアイデア帖

島本 美由紀

「窓ぎわのトットちゃ
ん」のお弁当、「ふし
ぎの国のアリス」の
ケーキ…。どんな食
べ物 ? 子どもの文学
と、おはなしにまつ
わるレシピを紹介。

上田 淳子

敷田 憲司ほか

販促 ・ PR ・ プロモーション
ネット戦略のやさしい教科書。

Web プロモーションの
基本的な考え方や、ネッ
ト広告・SNS・オウンドメ
ディア・ポータルサイト
等の活用方法を解説。
小さな予算から試せる、
プロのノウハウが満載。

「特牛」という駅があるが、何と読むか知りたい。



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
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6 月ギャラリー展示

図書整理日

6月からのテーマ展示 （期間：６～８月）

ひんやり和のおやつ
金塚 晴子・宇佐美 桂子

もういちど生まれる
朝井 リョウ

風が強く吹いている
田畑 哲生

目から涼しく

特別行事

時間と自由をもてあまし、不器用に生きる若者達。あ
せりと不安を力に変えた 5 人が踏み出す “最初の一歩”
とは…。すくんだ心に爽やかな風が吹く、短編小説集。

奇跡のような出会いから、清瀬灰二と蔵原
走は無謀にも陸上とかけ離れていた者たち
と箱根駅伝に挑む。長距離を走るために必
要な真の強さを謳いあげた青春小説。

三浦 しをん

人気のひんやりした和菓子のレシピ集。昔な
がらの基本の和菓子と、野菜や果物、チョコ
レートなども使った応用編おやつを紹介。

ボトルや水草を使ってつくるアクアリウム、「ボト
リウム」。きほんのつくり方から、さまざまな形の
容器を使った作品まで、写真でわかりやすく解説。

６月15日(土）～

　　７月14日（日）まで

「すずきもも絵本原画展」

青春！
私の小さなアクアリウム～
手作り超ミニ水族館

『さっぽろおさんぽ日和』などの著者
でイラストレーターのすずきももさん
の絵本『はるとなつ　はたけのごちそ
うなーんだ？』の原画展を開催します。

蔵書点検

23
30

蔵書点検 蔵書点検 蔵書点検

※詳細はチラシ、
ポスターをご覧ください。蔵書点検のため

休館いたします
　６月11日（火）～14日（金）
の４日間、蔵書点検のため休
館いたします。
　６月 15 日（土）より通常
通り開館いたします。ご迷惑
をおかけいたしますが、ご協
力お願いいたします。

（土）6/29

音読　　　  　脳トレ による  　 　
午後１:30 ～３;30

（定員 20名）　～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

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

教室


