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（令和元年）

月号
★８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

カザアナ
森 絵都

国の規制が強まり監視ドローンが

飛び交う空のもと、タフに生きる

中学生の里宇とその家族。一家は、

不思議な力を持つ “カザアナ” と

出会い、人々を笑顔にするささや

かな奇跡を起こしていく。
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特別行

事

９月 2８日（土）開催の
古本リサイクル市のための
古本を募集します！

　募集する古本は、小説などの単行本・
文庫本・実用書・コミック本・児童書・
絵本などの再利用可能な本を対象として
います。
　百科事典・辞書類・雑誌や新聞、カビ
などで状態が悪い本などはご遠慮くださ
い。
　募集期限は９月 15 日（日）までです。
期日までに図書館へご持参ください。
　町内の方で、事情によりお持ちになれ
ない方は、お早めにご相談ください。



日本の小説

密室を開ける手

緋の河 桜木 紫乃
男として生まれた。
でも、きれいな女の
人になりたいな -。己
の信じる道を進んだ
カルーセル麻紀の波
瀾万丈の人生を、事
実を元に、想像力を
最大限に加えて描く。

ランチ酒　
おかわり日和 原田 ひ香

夜から朝までひたす
ら人やものを見守る
< 見守り屋 > の犬
森祥子。彼女の唯一
の贅沢は、夜勤明け
の晩酌ならぬ「ラン
チ酒」で…。藤本 ひとみ

夏物語 川上 未映子
パートナーなしの妊娠・
出産を目指す夏子。彼
女のまえに、精子提供
で生まれ「父の顔」を
知らない潤が現れ…。
芥川賞受賞作「乳と卵」
の登場人物たちが新た
に織りなす物語。

サリエルの命題
楡 周平

突然発生した新型イン
フルエンザで、離島の
住民が瞬く間に全員死
亡。そしてとうとう本
州にも感染者が。頼み
の治療薬も全国民には
とうてい行き渡らず…。

君たちは今が
世界

朝比奈 あすか

希望の糸
東野 圭吾

死んだ人のことなんか
知らない。あたしは、
誰かの代わりに生まれ
てきたんじゃない -。
ある殺人事件で絡み合
う、容疑者そして若き
刑事の苦悩。

クジラアタマの王様
伊坂 幸太郎

製菓会社に寄せられた 1
本のクレーム電話。広報
部員・岸はその事後対応
をすればよい…はずだっ
た。だが訪ねてきた男の
存在によって、岸の日常
は思いもよらない事態へ
と一気に加速し…。

ガラスの城壁

神永 学

亥子ころころハッピーアワーは終わらない
かがやき荘西荻探偵局 東川 篤哉 西條 奈加

謎の全裸死体、極
狭の犯行現場、“あ
りふれた” 密室殺
人 ? 探偵稼業を始
めた金欠アラサー
3 人組が、発泡酒
片 手 に 難 題 を ゆ
るっと解決 ! 

武家出身の職人・治兵
衛が営む「南星屋」は、
全国各地の銘菓を作り
大繁盛。だが、治兵衛が
手を痛め、粉をこねるの
もままならぬ事態に。そ
んな中、店の前で雲平と
いう男が行き倒れて…。

いるいないみらい

窪 美澄

カリスマＶＳ. 溝鼠
悪の頂上対決

新堂 冬樹

さよならの儀式
宮部 みゆき

小さな漁村に、海の
向こうから「屍者」
のトムさんがやって
きて…。「海神の裔」
をはじめ、親子の救
済、老人の覚醒など
を描いた作品全 8 編
を収録。

へぼ侍

坂上 泉

いけない

道尾 秀介

あとは切手を、 一枚貼るだけ
小川 洋子
堀江 敏幸

かつて愛し合い、今は
離ればなれに生きる

「私」と「ぼく」。2 人
を隔てた、取りかえし
のつかない出来事。14
通の手紙に編み込まれ
た哀しい秘密とは…。

紅雲町珈琲屋こよみ７

黄色い実
草が営む「小蔵屋」
の敷地内で、元アイ
ドルの女性が暴行
を受けたと訴え出
た。犯人は地元名士
の息子。町は大騒ぎ
となるが、久実は浮
かぬ顔で…。

吉永 南央
出身成分

松岡 圭祐

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）

命の重さを問う長編

疲れた心に沁みる人間ドラマ × 絶品グルメ



いつかの岸辺に跳ねていく
加納 朋子

生きることに不器用
な徹子と、彼女の幼
なじみ・護。ふたり
の物語が重なったと
き、温かな真実が明
らかになる…。「フ
ラット」と「レリー
フ」を収録。

家康謀殺店長がバカすぎて
早見 和真

伊東 潤

谷原京子、契約社員、
時給998円。店長が、
小説家が、弊社の社
長が、営業がバカす
ぎて「マジ辞めてや
る !」 でも、でも…。

信長、秀吉、家康ら、
天下人が仕掛ける情報
戦。翻弄された男たち
の悲運とは。桶狭間合
戦から大坂の陣までを
鮮烈に描いた戦国小説
集。表題作をはじめ全
6 篇を収録。

１分音読「万葉集」
齋藤 孝

ノンフィクション・エッセイ・他

 あれもしたい、こ
れもしたい。70 代
からのファッショ
ン、趣味、教養、あ
こがれのジジ・バ
バ…。人気コラム
ニストが、愉しい独
居生活を綴る。

 中野 翠
旅ドロップ

江國 香織
旅をした場所と空気、
食べ物、そして出会っ
た人々。時も場所も
超えて、懐かしい思い
出とともに、はるかな
世界に連れ出してく
れる。小さな物語のよ
うなエッセー集。

華やかな喧噪の日々
から一転、30 代半ば
にして迎えた不遇の
時代。1930 年代の多
彩な短篇小説とエッ
セイを村上春樹がセ
レクト。

ある作家の夕刻
フィッツジェラルド後期作品集

スコット・フィッツジェラルド
村上 春樹／編訳

外国の文学

自分を捨てて他人にな
りかわり逃亡を続ける、
身長 153 センチの少女。
過去をさかのぼると、
次々と噓が見えてくる。
18 歳の孤独な少女が本
当に欲しかったものは-。

E・ロックハート
杉田 七重／訳

わたしがわたしであるために
刑罰 フェルディナント・フォン・シーラッハ

酒寄　進一／訳
誤って赤ん坊を死なせ
たという夫を信じて罪
を肩代わりした母親。
犯罪組織のボスを弁護
する新人弁護士…。罪
を犯した人々の素顔
や、刑罰を科されぬま
まとなった罪の真相
を、鮮やかに描き出す。

僕が夫に出会うまで

七崎 良輔

じじばばのるつぼ

  群 ようこ

自由思考

中村 文則

化物蝋燭

木内 昇

神前酔狂宴
古谷田 奈月

愛が嫌い

町屋 良平

地図で巡る万葉集

昭文社／出版

「 万 葉 集 」 の 中 か
ら 、 名 も な き 人 か
ら 天 皇 ま で が 詠 っ
た 万 葉 の 秀 歌 を 厳
選 。 原 文 の 漢 字 や
口 語 訳 、 作 品 解 説
と と も に 使 え る 万
葉フレーズを紹介。

いくつになっても
トシヨリ生活の愉しみ

寂聴先生、 ありがとう。
秘書の私が先生のそばで学んだこと、
感じたこと

瀬尾 まなほ

文豪たちの悪口本

彩図社文芸部／編

結婚、家族、日本という
壮大な茶番を切り裂く

新時代のサイコスリラー

本を愛する書店員の物語



歴史・社会・教育・知識
シンクロちゃん
一瞬で人生を変える
「10 秒スイッチ」 の法則

佐藤 由美子

僕らが生きているよのなかの
しくみは 「法」 でわかる
１３歳からの法学入門

遠藤 研一郎

齋藤 孝 

本当の 「頭のよさ」 って
なんだろう？

頭のはたらきのいい状態
のときは、目の前の問題
が簡単に解決できるし、
未来を楽しく創り出して
いくことができる。頭の
いい状態を増やし、現実
を変える力を手に入れる
方法を詳しく解説。

山崎 雅弘

正義の教室
善く生きるための哲学入門

飲茶

拓北農兵隊
戦災集団疎開者が辿った苦闘の記録

 石井 次雄
大空襲で焼け出された
戦争被災者を開拓戦士
として北海道へ送り込
む政策「拓北農兵隊」。

「棄民」政策とも評され
たその実態に迫り、入植
した人々の苦闘を綴る。

一度は泊まってみたい！
北海道の温泉宿

うれしい家族の祝いご
と、頑張った自分への
ごほうび。人生のハレ
の日を過ごすのにぴっ
たりの、上質な北海道
の温泉宿泊施設を紹介。

社会人として必要な
世界の宗教のことが
３時間でざっと学べる

池上 彰

イチから分かる北方領土

北海道新聞

はじめてのスケートボード
連続写真でみるみる上達！

株式会社H.L.N.A ／監修

1 日数時間しか現れ
ない幻の島、広大な
雪原を駆ける犬ぞ
り、約 2 ケ月で姿を
消す幻の氷の村…。
日本国内で体験でき
る 28 のアクティビ
ティを紹介。

大人のアクティビティ
小林 希

趣味・娯楽・旅・スポーツ

原田マハの印象派物語

山小屋ガールの
癒されない日々

吉玉 サキ

絶壁建築めぐり
日本のお寺 ・神社

 飯沼 義弥

サッカーの戦い方
ディフェンダーとの駆け引きに勝つ
オフ ・ザ ・ ボール

小井戸 正亮

「笑い文字」見本集
幸せを引き寄せる言葉たち

廣江 まさみ

谷崎 竜

フランスに自生するハー
ブの中から 100 種類を厳
選し、主な効能や利用法
を精彩な写真とボタニカ
ルイラストとともに解説。

ジェラール・デュブュイーニュ
ラルース美しいハーブの図鑑

もっと知りたい
動物園と水族館
園長のはなし、 飼育係のしごと

小宮 輝之

日本全国を走る観
光 100 列車の楽し
みどころを、写真
とともに紹介する。

毎日新聞出版平成史編集室／編

平成史全記録
Chronicle　1989-2019

沈黙の子どもたち
軍はなぜ市民を大量殺害したか

農家が教える切り花
４０種

農文協／編

国際情勢から日本の政治、
事件、トレンドなどの出
来事を 1 年ごとの詳細年
表と写真で完全網羅。著
名執筆陣による「特集記
事」と「証言」をもとに
平成の真相を解き明かす。

小野寺 淳子

原田 マハ

道具・服装のそろえ方や
基本テクニックまで、ス
ケートボードを始めると
きに必要なことをわかり
やすく紹介。

日本観光列車１００
パーフェクトガイド

モネ、ドガ、ルノワー
ル、ゴッホ…。貧困、
世評、病と闘いなが
ら新しい道を切り拓
いていった印象派の
画家たちの物語を、
作品とともに紹介す
る。



緑の家。
暮らしを彩る、 庭のある住まい

父親が知らないとマズイ
「女の子」の育て方
娘が社会に出たときに困らないように 高橋 博

政治・経済・ビジネス・コンピュータ・実用書

大根、白菜、キャベツ…。
食材を丸ごと使いきる
方法と保存法のほか、
著者の食生活に沿っ
た、蒸した穀物や野菜
を使ったレシピを紹介
する。

宮内 宏／編著

気づけない毒親

高橋 リエ

強皮症のすべてが
わかる本

尹 浩信ほか／編著 

暮らし・健康・子育て

エクスナレッジ／発行

食べつなぐレシピ
漬ける、 干す、 蒸すで上手に使いきる

 按田 優子

『クラシック音楽事典』 〔R760〕　戸口 幸策／監修　平凡社　Ｐ129. 392

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！

７月号の答えは …  Q . 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。

Q

A

情報
オアシス
から

電子契約の教科書
基礎から導入事例まで

浅野 洋藏

「うんこ」 が
無理なくでる介護
その介護は人を大切にしていますか？

齋藤 孝

大人の献立ルールは２品で
10分500ｋcal

今泉 久美
主菜、副菜の２品にご飯と
いう構成の、栄養学に基づ
いた大人向けの献立ルール
を紹介。10 分で作れて約
500kcal の献立の料理プロ
セス、ストック素材や作り
おきなどを掲載する。

トラウマのことがわかる本
生きづらさを軽くするためにできること

白川 美也子

清潔な暮らしは１枚の
タオルからはじまる

新津 春子
何かひとつ、きれいにす
ると、気持ちが晴れ晴れ
します。清潔な暮らしを
目指しましょう。「世界一
清潔な空港の清掃人」が
掃除の仕方や気持ちよく
暮らすコツを紹介する。

アイスクリーム＆シャーベット
保存容器と電子レンジでできる

保存容器に入れてまぜた
ら、電子レンジで温めて、
冷凍するだけ。特別な道
具も材料も必要ないのに、
上品で本格的なおいしさ
のアイスクリーム＆シャー
ベットのレシピを紹介。

女の子が生きるため
の経験を積み、想像
力を磨くために、父
親はどんな手助けが
できるのか。女の子
を幸せに導く父親の
役割について解説。

藤井 孝一

大人の週末起業
本物の 「稼ぐ力」 が身につく

ネタの見つけ方から顧
客の獲得法まで、会社に
いながら、自分のビジネ
スを立ち上げ、軌道に乗
せる方法を紹介する。起
業のやってはいけない
10のタブーなども収録。

電子契約への疑問や不
安を取り除く入門書。
電子契約のメリットや
仕組みをはじめ、法律
的な有効性及び訴訟対
策、電子契約の実施の
状況などを解説。

リア王症候群に
ならない
脱！不機嫌オヤジ

心療眼科医が教える
その目の不調は脳が原因

若倉 雅登

狭くても小さな庭があ
る、近隣の緑を取り入
れる。１３組の事例を
豊富な写真と植栽図で
紹介し、緑を楽しむ家
づくり、美しい庭づく
りのヒントを教える。

木村 幸子

生島 典子
証券 ・保険業界で働く

経済や社会の動きを注
視しながら必要な情報
を収集し、日本経済に
おいて大きな役割を担
う、証券・保険業界。
その仕事を現場で活躍
する人のドキュメント
と共に紹介する。

2020 年に見られる日食について知りたい。



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
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８月ギャラリー展示

図書整理日

8月からのテーマ展示 （期間：8～10月）

モテ×ウケ!バーベキューレシピと超ラクアウトドア
簡単&絶品&インパクト大 たけだバーベキュー

大人の笑トレ１日５分！「ゲラゲラ筋」
を鍛えましょう 笑いは奇跡を起こす力があります 高田 佳子

北海道親子で行きたい!
ファミリーキャンプ場完全ガイド大橋 俊夫

アウトドア

内臓のマッサージができる、豊かな気分に
なる ! 世界 100 カ国以上で実践されている
笑いトレーニングを、写真で詳しく紹介。

アウトドアレジャー、アクティビティ、体験施
設…。テーマに合わせて親子で楽しめる北海道
のキャンプ場 67 件を施設データとともに紹介。

ｶﾙﾁｬｰﾗﾝﾄﾞ

バーベキュー上級インストラクターの資格を
持つ芸人・たけだバーベキューが、バーベ
キューに役立つ知識やアイデアを紹介する。

リンパの名医が、自分らしい美しさに気
づき、未来へと続く心身の美しさを手に
入れるためのコツを紹介する。

８月２１日(水）～

　　９月８日（日）まで

「内海眞治作品展」

整える こころとからだ
年を重ねて美しくなる人の暮らし方
リンパを流して体と心を整える

青空図書館

※詳細はチラシ、ポスターをご覧ください。特別行事

砂川市在住の陶芸家内海眞治さん
の、絵皿と陶板画などの作品を展示
します。

青空図書館

たんていクイズ

としょかんからの
ちょうせんじょう

８/25( 日）

前庭 ・ 館内

アリエッティのおうち
つくってみよう！

13:00 ～ 3:30
新十津川町図書館

入場無料！

あおぞらげきじょう

★こめぞーとあそぼ！
★人形劇「劇団こけこっこ」

がらくたよこちょう
先着50名

あそびコーナー

白い小さなおうちに
まどやドア、やねのかざりつけ
をして、あなただけのおうちをつくろう！

しんぶんしにペットボトル、
牛乳パックなどなど、
あそび道具に変身！
さあ、みんなであそぼ！

先着60名


