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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
★９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

格闘
高樹 のぶ子

駆出しの作家だった頃の私が取り

組み、完成できなかったノンフィ

クション。それは、ある忘れられ

た柔道家の型破りな半生を追った

ものだった。だが、取材を進める

毎にその実像はぼやけていき…。
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お願い

ブックポストご利用について
　玄関横に返却用のブックポストが設置
されております。閉館時には、そちらの
ポストへ本を返却することができます。
　開館時はできるだけカウンターでの返
却をお願いいたします。

本を持ち運びする袋の利用について
　図書館で本を借りる時、または返却の
際には、雨で濡れたり、本を落として汚
れたりすることがないよう、袋に入れて
お持ちくださいますようお願いいたしま
す。汚損してしまった場合は、カウンター
でお知らせください。
　皆様のご協力をお願いいたします。
　



日本の小説

おじさんのトランク
幻燈小劇場

烈風ただなか
あさの あつこ

新吾の学友たちが斬
殺、自裁した事件から
２年。謎が解けないま
ま、新吾は元服を迎え
親友等もそれぞれの道
に進もうとしていた
が、再び不穏な風が…。

森があふれる
彩瀬 まる

作家・埜渡の妻・琉生
は、大量の植物の種を
飲み、倒れる。翌日、
彼女の毛穴から皮膚を
突き破って出てきた芽
は、森となって街をも
浸食しはじめ…。芦辺 拓

氷　獄 海堂 尊
新人弁護士・日高正義
が初めて担当する事件
は、手術室での連続殺
人「バチスタ・スキャ
ンダル」だった…。「チー
ム・バ チ ス タ の 栄 光」
のその後を描いた表題
作を含む全 4 篇を収録。

明日死んだ男
赤川 次郎

売れない女優に舞い
込んだ、奇妙な依頼
にご用心 ! 「幽霊と話
せる」名物バスガイ
ド・町田藍が、人々
の感情を読み解き、
難事件に立ち向かう。

ひと喰い介護

安田 依央

営繕かるかや怪異譚
その弐 小野 不由美

事故で死んでしまった
三毛猫の小春。ある時
息子が裏の空き家から
小春の声がするとい
い。住居にまつわる怪
異を営繕屋・尾端が鮮
やかに修繕する全6篇。

途中下車はできません
山本 巧次

黒歴史を持つ紅茶専門
カフェの美人オーナー、
行方不明になった祖母
を探す大学生…。北海
道の 5 つの駅をめぐる
出会いと別れと謎解き。
ハートフル・北海道ト
レイン・ミステリー。

灼熱

秋吉 理香子

決断の刻
地先 乙川 優三郎

堂場 瞬一
心は、色褪せてはい
ない。人生の後半に
さしかかった女と
男。艶めいた思い出
と、思いがけない出
来事で揺れる…。来
し方と前途のあわい
で闘う人々を描いた
全 8 篇を収録。

ラグビーの花形選手と
ファンだった 2 人の男
が、ネタ元と刑事の関
係を経て、トップを狙
う企業人と署長を目指
す警察官に。2 人の道
はどこへ向かうのか。2
人にとっての正義とは。

絶　声

下村 敦史

ジョン ・ マン
７　邂逅編

山本 一力

猫をおくる
野中 柊

たくさんの猫が暮らす
木蓮寺の住職真道は、
猫専門のムーンライト・
セレモニーを開設する。
そこでは猫が手あつく
弔われ、猫に生かされ
てきた男女が集うよう
になっていた…。

スワロウテイルの
消失点
法医昆虫学捜査官

川瀬 七緒

ラストダンスは私に
岩谷時子物語

村岡 恵理

夏の騎士
百田 尚樹

あれから 31年。ぼくが
人生の荒波を渡ってい
けるのは、あの頃手に
入れた勇気のおかげか
もしれない。昭和最後
の夏に経験した、謎を
めぐる冒険、友情、そし
て恋を描いた、百田版

「スタンド・バイ・ミー」。

伊勢佐木町探偵ブルース

伊勢佐木町に事務所
を構える私立探偵・桂
木がある日、再婚して
いた母親を訪ねると、
相手は神奈川県警本
部長だった。しかもそ
の息子は伊勢佐木署
のエリート刑事で…。

東川 篤哉
戦国の教科書

天野 純希ほか

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）

男たちそれぞれに決断の刻が迫る

現実を凌駕する長編小説



小説天気の子
新海 誠

高校１年の夏、離島か
ら家出し、東京にやっ
てきた帆高。降り続く
雨の中、都会の片隅で、
不思議な能力を持つ少
女・陽菜に出会い…。
監督が自ら執筆した原
作小説。

我らが少女Aてんげんつう
畠中 恵

髙村 薫

若だんなと妖たち
が、不 幸 の ど ん 底
に !? 於りんと、兄や
の仁吉も剣呑なこと
に巻き込まれ…。若
だんなは大事な人た
ちを守れるのか。

１２年前、元中学美術
教師が東京郊外の公園
で殺害された。犯人は
いまだ逮捕されず、合
田雄一郎の胸に後悔と
未練がくすぶり続けて
いた。そこへ思いも寄
らない新証言が。

まあまあふうふう。
八千草 薫

ノンフィクション・エッセイ・他

 体脂肪率が首位打者
レベル、EXILE 一族
や漫画への熱き想
い。ありふれている
のに奇想天外な日常
がつづられる、抱腹
絶倒のエッセイ集。

 三浦 しをん

ふたりの村上
村上春樹・村上龍論集成

吉本 隆明
時代を象徴する作家
となった村上春樹と
村上龍の魅力、本質
に迫る。吉本隆明が
16 年間にわたって
書き継いだ、村上春
樹・村上龍論のすべ
てを収録。

アフリカ文学の父
チヌア・アチェベ、
フランスの女性作
家コレットの本邦
初 訳 短 編 を 含 む、
世界各地の文学作
品全 27 編を収録。

世界文学アンソロジー
秋草 俊一郎ほか／編

外国の文学

英国領インドで英国政府
高官が惨殺された。ベテ
ラン英国人警部と、イン
ド独立を夢見るエリート
のインド人新米部長刑事
は捜査を開始。背後には
現地の憤懣と暗躍する諜
報機関の影が…。

アビール・ムカジー
田村 義進／訳

カルカッタの殺人 パストラル ラミュ短篇選

C・F・ラミュ
笠間　直穂子／訳

山羊の番をする少女のも
とに、どこからともなく
14 歳の少年が現れ…。
表題作をはじめ、恋、老
い、農家のくらしなど、
人間と、人間を取り巻く
世界の根源的な姿を映し
出した全 20 作品。

ベストエッセイ

日本文藝家協会／編

この顔と生きると
いうこと

  岩井 建樹

ひぐらし先生、
俳句おしえてください。

堀本 裕樹

妙麟

赤神 諒

君が異端だった頃

島田 雅彦

極限の婚約者たち

新堂 冬樹

漱石と熊楠
同時代を生きた二人の巨人

三田村 信行

日々のこと、暮らしの
こと。山のこと、自然
のこと。芝居のこと、
仕事のこと。輝き続け
る名女優が、どんな時
も豊かに、いい加減に
人生を全うする「自分
らしい」生き方を綴る。

のっけから失礼します

世界の中心で AI をさけぶ

片山 恭一

なんにもなかった
戦中・戦後の暮しの記録
拾遺集戦後編

暮らしの手帖社／出版

自伝的青春私小説

「しゃばけ」シリーズ第18弾



歴史・社会・教育・知識
英語で紹介する日本
見る ・ 知る ・ 遊ぶ

松本 美江

ひと目でわかる心のしくみと
はたらき図鑑

黒木 俊秀／日本語監修

神谷 宗幣 

子供たちに伝えたい
「本当の日本」
今日からできる 12 のアクション付き！

世界の歴史や仕組み、
その中での日本の立ち
位置について解説し、
それを踏まえた上で、
これから具体的にどん
なアクションを起こし
ていけばいいかを示す。

森岡 浩

マンガ考える力を
鍛える思考実験
「もしも」 を想像することで
思考の幅がぐんぐん広がる

田代 伶奈／監修

ふるさとって呼んでもいいですか
６歳で 「移民」 になった私の物語

 ナディ
想定外な日本の暮らし、
学校生活、2 つの国のは
ざまで揺れる思い…。出
稼ぎ労働目的の両親とと
もにイランから来日し、
逆境の下でも成長してき
たこれまでの歩みを綴る。

時間の花束
幸せな出逢いに包まれて Bouquet du temps

真摯に向き合った手づ
くりの時間が、人生を
豊かに彩ることを教え
てくれる -。三浦百惠
のキルト作品集。人を
思う愛に満ちあふれた
作品を多数紹介する。

最良の逝き方
特別養護老人ホームで見た生死の決断

小村 一左美

新インド入門

田中 洋二郎

釣りエサ ルアー ・ エギ ・
毛バリ ・ 生エサのひみつ

長岡 寛

天体望遠鏡の基本的
な知識から組み立て
かた、調整のしかた、
操作方法まで、豊富
な写真とともに解
説。観察方法や撮影
方法も紹介。

星を楽しむ天体望遠鏡の使いかた
月、 星、 惑星、 星雲・星団、 見たい
天体の見方がわかる 大野 裕明

趣味・娯楽・旅・スポーツ

最高のラジオ体操

北海道民のオキテ
なるほど！グルメの謎編

さとう まさ＆もえ／原作
たいら さおり／漫画

まなの本棚

 芦田 愛菜

かわいくて便利な
移動ポケット
ボトムのウエストにクリップで留めると
ポケットに！

ブティック社／発行

紙バンドで作る
編み応えのあるかご

古木 明美

蜂谷 あす美

ペン１本で楽しめるハ
ンドレタリング。気分
があがる、気持ちが伝
わる文字やイラストの
描き方を紹介します。

ねこねこ
ねこねこさんのハンドレタリング

ラグビーのルール
超 ・ 初級編
これさえ読めばなんとかなる

中野 良一
木谷 友亮

女性目線の鉄道旅
行の知恵を紹介し、
ちょっとした疑問
を解決する。

ミイラ学プロジェクト／編著

教養としてのミイラ図鑑
世界一奇妙な 「永遠の命」

４７都道府県 ・
名字百科

懐かしの昭和
ドライブイン

越野 弘之

「死」を「永遠の命」と
して形にしたミイラ。
エジプトをはじめ世界
各地で発見されたミイ
ラを、最新の研究結果
とインパクトのあるビ
ジュアルで紹介する。

三浦 百惠

青山 敏彦

究極の釣りエサ成分と
は ? 魚が食い込みやすい
硬さとは ? 最新の情報や
データをもとに、釣り
エサについて解説する。

女性のための鉄道
旅行入門

ラジオ体操の本来
の理念に沿った正
しい動作を、DVD
によるポイント解
説動画を交えなが
ら、わかりやすく
紹介する。



あらゆるストレスが消えていく
５０の神習慣

子どもの能力は9歳までに
決まる 大久保 博之

政治・経済・ビジネス・コンピュータ・実用書

既存の整理ブームにはな
い視点で暮らしと「物」
の整理を読み解くフォト
ブック。暮らしのなかの

「物」とともに考える基
本ケアなどを、豊富な実
例写真とともに解説。

高橋 洋一

野口真紀のわたしの好きな
トマト料理
サラダ、 煮込み、 大皿料理までくり返し
作りたくなるトマトおかずの決定版６６

野口 真紀

そうめんの本
おいしく！手軽に！そうめんを楽しむ
BEST55 レシピ

市瀬 悦子 

暮らし・健康・子育て

矢作 直樹

老いる前の整理はじめます！
暮らしと 「物」 のリアルフォトブック

 コンシューマーズ京都／監修

『これから見られる日食と月食データブック』 〔R444.7ｶ〕　片山 真人　誠文堂新光社　Ｐ52～ 55

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！

８月号の答えは …  Q .2020 年に見られる日食について知りたい。

Q

A

情報
オアシス
から

安倍政権 「徹底査定」

暮らしの図鑑編集部／編

お茶の時間
楽しむ工夫 × 世界のお茶１００×
基礎知識

伊藤 浩明／監修

シニアの骨粗しょう症 ・
圧迫骨折を防ぐ！

宗圓 聰
シニア世代に多い骨粗
しょう症や圧迫骨折。
専門家が病気の知識や
治療法、骨折を防ぐ方
法、食事やトレーニン
グ法などを紹介。

眼科医がすすめる目の不調を
感じたら毎日食べたい料理
春夏秋冬の６１レシピ

平松 類

にんにくの料理
有元 葉子

にんにくの使い方ひとつ
で、普段の料理がワンラ
ンクアップ ! にんにく使
いの基本から、新にんに
くの楽しみ方、麵やご飯、
肉料理、魚介料理、野菜
料理まで、にんにくを使っ
たレシピを紹介します。

そば粉１００％のおいしいパンと
レシピ グルテンフリー！低糖質！混ぜるだけ！

そば粉パンは栄養価がす
ぐれているだけでなく、二
次発酵や生地をこねる作
業がいらず、おまけにグル
テンフリー ! そば粉・そば
の実を使ったおやつ等の
レシピを紹介する。

９歳までに「脳の器」
を大きくするだけで、
学力はどんどん伸びて
いく。「脳の器」を広
げる勉強法を家庭で実
践できるノウハウに落
とし込んで紹介する。

飯野 たから

ネット予約時代の困った
お客のトリセツ

ドタキャン客やクレーム
客の対処法や防ぎ方、
ネット上の悪意ある書き
込みへの法的撃退法や
反撃法など、「困ったお客
の取扱い方法」を、具体
例でわかりやすく紹介。

野党、左巻きマスコ
ミ、財務省…なぜ、彼
らはフェイクニュース
をまき散らすのか。情
緒を廃し、数字をもと
にして安倍政権をロ
ジカル、かつ徹底的
に検証・査定する。

食物アレルギーを
こわがらない！
はじめての離乳食

孤独こそ最高の老後

松原 惇子

まず行動を無心に繰り
返すことによって、習
慣化する。習慣になれ
ば、後から心が整う -。
東京大学名誉教授が、
ストレスフリーで生き
る習慣を提案する。

小池 ともこ

柏 耕一
交通誘導員ヨレヨレ日記

「誰でもなれる」「最底
辺の職業」と自身が自
嘲する交通誘導員の実
態とは ? 交通誘導員と
して日々現場に立つ著
者が自身の経験を基
に、その悲哀と笑いを
日記形式で描きだす。

新元号令和の出典、「万葉集」の梅花の歌が知りたい。



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。
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9 月ギャラリー展示

図書整理日

９月からのテーマ展示 （期間：９～1１月）

伊藤まさこの雑食よみ
日 、々読書好日。

伊藤 まさこ

どうぶつたちの贈り物
小川 洋子ほか

おかしな本棚
樒屋 京介

気になる本棚

ペンネームに「動物」がひっそりと隠れた
作家が紡ぐ、「動物」をテーマにした物語。
東川篤哉「馬の耳に殺人」など、全 5編。

クラフト・エヴィング商會

猫町くんは、人に化けられる特技で高校
に通うことになる。そこで、人間相手の
恋に落ち…。尾道を疾走する青春群像劇。

９月１１日(水）～

　　９月２２日（日）まで

「門間重道 木彫作品と
コレクション展」

動物たちの物語
猫町くんと猫と黒猫

古本リサイクル市

※詳細はチラシ、ポスターをご覧ください。特別行事

町内在住の門間重道さんによる、木彫
りの作品等の展示を行います。

クラルテ人形劇

　毎年恒例の古本リサイクル市を開催
いたします。小説や実用書、絵本など
の寄贈図書や除籍した本を30冊まで無
料で提供します。

※ 本を入れる袋などをご持参ください。

掘り出しものも、あるよ

９/２８(土) 10:00～14:00
無料で提供いたします。

人形劇団クラルテ

人形劇公演
９/８（日）10：30 ～ 11：30

得キッズ

50
ポイント

入場
無料

「　　　　　　」　
～なにしてあそぼ～

「赤いめんどり」
-世界のお話から-

イギリスの昔話より


