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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
★７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

ライフ
小野寺 史宜

気楽なアパート暮らしをしていた
幹太。あけっぴろげな隣人から頼
りにされていくうち、自分の中で
押し殺してきた「願い」に気づき…。
ひとりで生きられればいいと思っ
ていた青年が、新たな一歩を踏み
出すまでを描いた青春小説。
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　絵本作家でイラストレーターのすずき
ももさんが、絵本の読み聞かせと野菜の
おはなしをしてくれます。おはなしの後
には、野菜の絵を描くワークショップも
行います。小さなお子様から大人の方ま
で楽しめますので、ぜひご家族でご来館
ください。

◇日時　2019 年７月１３日（土）
　　　　午後２時～３時３０分
◇場所　新十津川町図書館ビデオルーム

特別行
事

「おはなしころりん絵本作家スペシャル
すずきももさんと絵をかこう！」の
開催について

ギャラリーにて「すずきもも
絵本原画展」も開催中です！



日本の小説

美しき愚かものたちの
タブロー

きりきり舞い 諸田 玲子
ひょんなことから十返舎
一九とその娘、舞は、一
家総出で江戸から駿府へ。
これぞ本家本元東海道中
膝栗毛。戯作者・十返舎
一九の一家を中心に、関
わりあう奇人変人たちが
巻き起こす大騒動を描く。

限界病院
久間 十義

過疎地域にあるバト
ラー病院は深刻な財
政危機を抱えていた。
新任院長は大胆な改
革案を打ち出そうと
するが…。危機に瀕
する地方病院を舞台
とした医療長編。原田 マハ

１ １ ９
長岡 弘樹

消防士は川原で石を
拾っていた女性と交
際を始めたが…。「教
場」「傍聞き」などの
短編ミステリの名手
が、消防署を舞台に
描く 9 つの連作短編。

笑え、 シャイロック
中山 七里

帝都第一銀行に入行し
た結城の上司は、悪名
高い山賀だった。彼の
背中を見ながら、回収
不可能とされた案件に
着手する結城。そんな
ある日、山賀が刺殺体
で見つかり…。

待ち遠しい

柴崎 友香

つみびと
山田 詠美

灼熱の夏、彼女はなぜ
幼な子 2 人を置き去り
にしたのか ? 追い詰め
られた母親、死に行く
子どもたち…。痛まし
い事件の深層に分け入
る、迫真の長編小説。

育休刑事
似鳥 鶏

殺人現場に赤ちゃん臨
場 !? 県警捜査一課・
秋月春風巡査部長は、
生後 3 ケ月になる息
子・蓮くんのため、男
性刑事としては初の
“育休” に挑戦中。そ
れでも事件は待ってく
れなくて…。

キュー

上田 岳弘

アタラクシア暁天の星
葉室 麟 金原 ひとみ

たとえ批判にさら
されようとも、外
交官・陸奥宗光は
上を向いて歩き続
けた -。著者が最
期に、そして初め
て近代に挑んだ未
完の大作。

望んで結婚したはずな
のに、なぜ苦しいのか。
擦り切れた愛。暴力の
気配。果てのない仕事。
そして、新たな恋 -。ま
まならない結婚生活の
中、救いを求めてもが
く男女を描いた長編。

あなたの右手は
蜂蜜の香り

片岡 翔

鬼を待つ

あさの あつこ

月人壮士 澤田 瞳子
東大寺大仏の開眼供
養から４年、仏教政
策を推進した帝の宝
算は尽きる。道祖王
を皇太子にとの遺詔
が残されるも、その
言に疑いを持つ者が
いた…。

キャバレー

ビートたけし

刑事の慟哭

下村 敦史

マチのお気楽料理教室
秋川 滝美

ツアーコンダクター
だった万智は、義母の
介護のため退職。義母
の死去後、自宅で料理
教室を営むことに。珍
しい郷土料理を扱う教
室には、老若男女の生
徒たちが通ってきて…。

とむらい屋颯太

吉原に売られてき
て 3 年。骨と皮ば
かりの瘦せこけた
妓の亡骸に死化粧
を施してやりなが
ら、颯太は「楽しい
ことはあったか」と
話しかけ…。

梶 よう子

アンサーゲーム

五十嵐 貴久

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）

競作企画「螺旋プロジェクト」の古代編

死者の想いを掬い取り、あの世へ送り出す弔いの物語



椿宿の辺りに
梨木 香歩

三十肩と鬱で難儀し
ている皮膚科学研究
員の山幸彦。外祖母・
早百合の夢枕に立っ
た祖父からの伝言を
託され、山幸彦は祖
先の地・椿宿へと向
かう…。

動乱の刑事初恋さがし
真梨 幸子 堂場 瞬一

女性ばかりの探偵事務
所、目玉企画は「初恋
の 人、探 し ま す」 甘
酸っぱい記憶がつまっ
た初めての恋のこと、
調べてみたいとは思い
ませんか ? もし、勇気
がおありなら -。

1952 年。東京都内の
駐在所が爆破され、駐
在巡査が犠牲に。刑事
の高峰と公安の海老沢
は、共同戦線を張って
事件解決に挑むが…。
戦後警察の光と闇を炙
り出す一大叙事詩。

本当の翻訳の話をしよう
村上 春樹
柴田 元幸

ノンフィクション・エッセイ・他

 日本とフランスを
行き来した 60 年の
苦や楽、三度の別れ
で気づいた、孤独と
いう宝もの。女優・
作家の岸惠子が、晩
年という季節の生き
方を綴る。

 岸 惠子
女はいつも四十雀

林 真理子
やはり四十代はモテ
期。女としての黄金
期だったというので
あ る。元 祖「ア ラ
フォー」ウォッチャー
林真理子による、平
成最後の 5 年分の
エッセイ。

女房を殺したと市長宅
に来た男。居合わせた
デュマたちは、彼の自
宅を見に行く。その自
供をめぐる議論は、い
つしか各人が見聞きし
た奇怪な出来事を披露
しあう夜へと発展し…。

千霊一霊物語
アレクサンドル・デュマ

前山 悠／訳

外国の文学

女は国語教師、男は有
名作家。16 年ぶりに再
会した元恋人たちは、
即興で物語を披露し合
う。だがそれは、次第
に過去の暗い事件へ繫
がり…。

ユーディト・W・タシュラー
浅井 晶子／訳

国語教師 図書館司書と不死の猫
リン・トラス
玉木　亨／訳

ケンブリッジの図書館
を定年退職したばかり
の私のもとへ、1 通の奇
妙なメールが届く。添
付されていた音声ファ
イルでは、人の言葉を
しゃべる猫が、自らの
過去を語っていた！

続・ペコロスの母に
会いに行く

岡野 雄一

平安ガールフレンズ

  酒井 順子

不知火のほとりで
石牟礼道子終焉記

米本 浩二

ひよこ太陽

田中 慎弥

コイコワレ
乾 ルカ

夫の墓には入りません

垣谷 美雨

中川李枝子
本と子どもが教えてくれたこと

中川 李枝子

村上春樹と柴田元
幸 に よ る 、 2 0 世
紀アメリカ文学を
中心にした、小説
と翻訳をめぐる対
話を収録する。

孤独という道づれ

介護の流儀
人生の大仕事をやりきるために

曾野 綾子

ずっとやめたかったこと、
こうしてやめられました。

汐街 コナ

不死の猫をめぐる不思議でブラックな物語

競作企画「螺旋プロジェクト」の
昭和前期編



歴史・社会・教育・知識
明日話したくなる
元号 ・改元

阿部 泉／執筆・監修

令和を生きていくときに
考えてほしいこと
心にひびく道徳教科書の物語

学研プラス／発行
石井 光太 

虐待された少年はなぜ、
事件を起こしたのか

虐待を受けた少年はな
ぜ、自らが犯した罪と
向き合おうとしないの
か。被虐待、性非行、
ドラッグ依存…。少年
犯罪の病理と矯正教育
の最前線を追う。

田原 総一郎

わたしは12歳、爆撃される
悪夢を見る夜。
紛争下でこころのケアを必要とする
４億人の子どもたち

井筒 節

音楽と語りで夢を育む
絵本ケア  真下 あさみ／編著

絵本の読み語りと音楽の
相乗効果によって絵本の
メッセージを効果的に伝
える「絵本ケア」。それは
どのようなものなのか、
絵本や音楽についてわか
りやすく説明する。

ドライフラワーの活け方

四季折々のドライフラ
ワー草花と触れ合うこ
とから生まれる想い、
自然を愛でる気持ち -。
37 名のフローリスト・
アーティスト・デザイ
ナーのドライフラワー
作品を紹介。

わたしもじだいの
いちぶです
川崎桜本・ハルモニたちがつづった生活史

康 潤伊ほか／編著

ぐでたま老子に学ぶ

守屋 洋／監修
PHP研究所／編

動画で学ぶ弓道
基本～称号者への道

石山 佳彦

地球の歩き方
「地球の歩き方」編集室／著作編集

趣味・娯楽・旅・スポーツ

主婦のミシンおもしろ仕掛けの
布こもの

知れば知るほど行司 ・
呼び出し ・床山

「相撲」編集部／編著

ギャザーの服
タックの服
Ｓ・М・Ｌ・ＬＬの実物大型紙つき

 月居 良子

子どもの足が
どんどん速くなる

伊東 純也

砂澤ビッキ
風を彫った彫刻家
－作品と素描－

札幌芸術の森美術館／編

長野 祐亮

「エコアンダリヤ」の 23
番糸で編む帽子とヘア小物
を紹介。子ども用の帽子や、
親子でお揃いを楽しめるペ
ア帽子なども収録する。

誠文堂新光社／出版
エコアンダリヤの帽子

草取りにワザあり！
庭 ・畑 ・ 空地、 場所に応じて
楽しく雑草管理

西尾 剛

本格派を目指すド
ラマーが知ってお
くべき知識を解説
する。

三浦 英之

　牙
アフリカゾウの 「密猟組織」 を追って

殺されても聞く
日本を震撼させた核心的質問30

札幌から日帰り
ゆったりハイキング

菅原 靖彦

アフリカで、年間 3 万
頭以上のゾウが牙を抉り
取られて殺されている。
密猟組織のドン、中国大
使館員、日本の象牙業者
…。「真犯人」は誰なの
か ? 

植物生活編集部／編

主婦のミシン

射法八節の基本から射礼、
介添えまで、弓道の知識
と技術を、写真や映像を
交えてわかりやすく解説。

新 ・ ドラマーのための
全知識

マチがなくても広が
るポーチ、ポケット
い っ ぱ い で 便 利 な
トートバッグ。商用
利用が可能な、おも
しろい仕掛けがいっ
ぱいの布こものの作
り方を紹介します。

パリ＆近郊の町 ニューヨーク
マンハッタン＆ブルックリン



ぬか漬け帖 あぶない！聞こえの悪さが
ボケの始まり
「耳」を知る、治す、鍛える 坂田 英明

政治・経済・ビジネス・コンピュータ・実用書

これからは、親が子どもに
「言い聞かせる」子育てで
はなく、夫婦の会話で「自
分で考えて行動させる」子
育てが大切。夫婦のコミュ
ニケーションをラクにする
のと同時に、子どもの力を
伸ばす会話のコツを紹介。

吉岡 豊

子どもと親のための
ワクチン読本

母里 啓子

「いい親」をやめると
ラクになる

古荘 純一 

暮らし・健康・子育て

有本 葉子

賢い子を育てる夫婦の会話
天野 ひかり

『難読・誤読駅名の事典』 〔686.5 ア〕　浅井 建爾／著　東京堂出版　Ｐ215

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！

６月号の答えは …  Q .『特牛」という駅があるが、何と読むか知りたい。

Q

A

情報
オアシス
から

知らずにやっているネットの
危ない習慣

種市 勝覺

怒らない習慣力
心と感情が整う 「平常心」 の作り方

横山 光昭

レシピがなくても作れる！
ラク弁当レシピ

長谷川 りえ
「レシピを見なくても作れ
る」をテーマにしたメイ
ンおかずやサブおかずの
作り方のほか、時短のた
めのダンドリ術、見栄え
よく決まる盛りつけ方な
どを紹介。

大腸がんと告知されたときに
読む本

加藤 隆佑

思春期を生きる
高校生,迷っていい、 悩んでいい、 不安でいい

小野 善郎
思春期の子どもに長年
関わってきた児童精神
科医の著者が中高生に
贈る、大人への道を進
むためのガイドブッ
ク。

ひんやりさっぱりゼリー寄せ
栄養満点の食べるスープ

和・洋・中・エスニック
風と、どんな料理にも
合って、メニューの幅
が広がる、ゼラチンや
寒天を使ったレシピを
紹介します。

音の伝わり方、胎内
期から死の直前まで
の音の聞こえ方、脳
が関与する認知や心
理との関係や難聴の
予防と治療について
解説する。

クレナビ管理人

ポイント＆スマホ決済＆
電子マネー完全攻略ガイド

ポイントの獲得 & 利用ノ
ウハウや、ポイントサイト
の利用 & ポイント交換に
ついて解説し、スマホ決
済・電子マネー・などで
得する方法を紹介する。

フィッシング詐欺、ア
カウント乗っ取り、ファ
イル共有、スマホ依存。
ネットでよくある危険
について、注意点や回
避方法を誰にでも理解
できるよう解説する。

となりの家の
ざんねんなお金の話

日本の３６５日を愛おしむ
－毎日が輝く生活暦－

本間 美加子

母親ゆずりのぬか
床をかき混ぜて約
半世紀 -。今日も
おいしい漬け物を
楽しむ著者が、ぬ
か漬けの作り方と
コツを教えます。

大越 郷子

高野 聖玄
セキュリティ集団スプラウト

フェイクウェブ

ネットには「フェイク」
があふれている。イン
ターネットの闇に潜むサ
イバー攻撃者の手口を、
セキュリティ対策企業
の現役トップが徹底解
説。

モーツァルトが作曲した曲の「ｋ～番」のｋは、何を表しているか知りたい。

誰もが被害者になりうる時代の必読書



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
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7 月ギャラリー展示

図書整理日

7月からのテーマ展示 （期間：６～８月）

本をどう読むか
幸せになる読書術 岸見 一郎

平場の月
朝倉 かすみ

年金だけでも暮らせます
決定版・老後資産の守り方今村 夏子

“新書” を読んでみませんか？

夏休み映画会 夏休み映画会

絵本作家
スペシャル

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…。大人の恋愛小説。

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。

荻原 博子

ベストセラー「嫌われる勇気」の著者が、「読
書」と「人生」について考えた読書論。人生
を幸福にする本の読み方、選び方がわかる。

近所に住むむらさきのスカートの女が気になるわ
たし。自分と同じ職場で働くよう彼女を誘導し、
その生活を観察し続け…。わたしが望むものとは ? 

７月1９日(金）～

　　８月1８日（日）まで

「自由研究の本展」

芥川賞・直木賞ノミネート作品
むらさきのスカートの女

夏休み映画会

7/19（金）【子ども向け】
午前の部　10：30 ～ 11：20　
午後の部　15：00 ～ 15：50
『「トムとジェリー」花火はすごいぞほか６話』
7/20（土）【子ども向け】
午前の部　10：30 ～ 11：50
午後の部　13：30 ～ 14：5０
『レスキューせんエリアスと
　　　　海ではたらく仲間たち』

７/21（日）【ティーンズ～大人向け】
午前の部　10：30 ～ 11：30
午後の部　13：30 ～ 14：30
『「極夜」記憶の彼方へ～角幡唯介の旅～』

※上映作品の詳細はチラシ、ポスターをご覧ください。「夏休み映画会」

会　場　図書館ビデオルーム
入場料　無料

夏休みの工作や、自由研究に関する本、
課題図書などの展示を行います。

【芥川賞】

【直木賞】


