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新しい本
インフォメーション

2020 年
（令和２年）

月号
★１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

大天使はミモザの香り
高野 史緒

二重に警備されたパーティ会場、
特殊電子錠つきのケースから、ヴァ
イオリンの名器<ミモザ>が消失 ! 
誰にも不可能で、誰もが怪しい…。
アラフォーの地味美人 × 天才 (?)
高校生コンビは、このトリックを
解けるのか？
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1
お知らせ

「本から生まれた手作り作品展」
展示作品を募集します！
　図書館などの本や雑誌を見て制作され
た作品を募集します。日頃趣味として作
られている作品をギャラリーに展示発表
してみませんか。
募集期間
令和２年 1 月15日（水）まで
展示期間
令和２年 2 月１日（土）～
　　　　　　 27日（木）まで

令和２年度の
ギャラリー出展者を募集します！
　絵画、写真、手芸、工芸、収集品などをギャ
ラリーに展示発表してみませんか？日時等
は相談の上、決定します。

申込期限
令和２年2月21日（金）まで



日本の小説

ぷくぷく

自由は死せず
門井 慶喜

時勢を読み倒幕の筋書
きを描いた男は、戊辰
戦争の果てに、この国
の礎となる自由民権運
動に一身を捧げた -。幕
末維新を駆け抜けた板
垣退助の波乱万丈の生
涯を描く長編歴史小説。

あたしたち、 海へ
井上 荒野

楽しいことはいつで
も、三人一緒のはず
だった。クラスであれ
が始まるまでは…。大
人には見えない、少女
たちの孤独な魂にそっ
と寄り添う物語。森沢 明夫

せき超えぬ
西條 奈加

思わぬなりゆきから箱根
の関守となった若き小田
原藩士・武一。彼の前に
は切実な事情を抱える旅
人がやってくる。やがて
命を懸けて一人の男にこ
の国の未来を託さんとす
る者たちを知り…。

魔法使いと最後の事件
東川 篤哉

オカルト雑誌に目をつけ
られ、八王子から姿を消
したマリィ。小山田の手
元にはマリィとの婚姻届
が残され…。家政婦魔法
使いのマリィと小山田刑
事が難事件に挑むシリー
ズ、完結。

間宵の母

歌野 晶午

抵抗都市 佐々木 譲
大正５年、ロシア統治
下の東京で身元不明の
変死体が発見された。
特務巡査・新堂たちは
捜査を開始するが…。
日露戦争に「負けた」
日本を舞台に描く、歴
史改変警察小説。

ブルーブラッド
藤田 宜永

復員兵の貝塚透馬は、両
親を殺害した犯人を追っ
ていた。フランス留学時
代の旧友、恵理子と東京
で再会したことで、ナチ
スの隠し財産をめぐる恐
るべき国際謀略に巻き込
まれていき…。

世界が僕らを
嫌っても

片山 恭一

歩道橋シネマ黒武御神火御殿
宮部 みゆき 恩田 陸

おちかに代わり、新た
な聞き手は富次郎。再
会した友が、一家離散
の怖ろしい真相を語り
始め…。心揺さぶる江
戸怪談が、新章に突入。
全 4 話を収録する。

秘かに都市伝説となっ
た歩 道 橋 を 訪 れ た

「私」が記憶と現実と
世界の裂け目を目撃す
る表題作ほか、ホラー、
SF、青春、ミステリな
どあらゆるジャンルの
全18編を収録する。

暗約領域
新宿鮫１１

大沢 在昌

信長、 天を堕とす

木下 昌輝

別れの季節お鳥見女房 8

諸田 玲子
黒船来航に大地震で世
情は騒然。でも、あの
人がいれば大丈夫。だ
が、時の流れは別れも
連れてくる…。不穏な
時代を生き抜く人の知
恵と日々の悦びを描く。

桃源

黒川 博行

荒城に白百合ありて

須賀 しのぶ

如何様
高山 羽根子

復員した画家・平泉
貫一は、出征前と同
じ人物なのか。似て
も似つかぬ姿で帰っ
てきたものの、男は
失踪してしまい…。

大名倒産 上下

泰平の世に積もりに
積もった大借金に嫌
気のさした先代は、
縁の薄い末息子に腹
を切らせて御家幕引
きを謀る。そうとは
知らぬ若殿に次々と
難題が降りかかり…。

浅田 次郎
変半身

村田 紗耶香

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）

人気シリーズふたたび

警察捜査小説



わが殿 上下 畠中 恵
織田信長に勝るとも劣
らない才気を放つ大野
藩主・土井利忠。わが
殿に惚れ込んだ七郎右
衛門は、新銅山の開掘、
面扶持の断行、藩校の
開設、類を見ない大型
船の造船…無理難題を
一手に引き受け…。

坂の上の赤い屋根できない相談
森 絵都 真梨 幸子

夫の部屋は掃除しな
い、余計な金は支払わ
ない、サービストーク
には付き合わない。ひ
とがなんと言おうと、
わたしはそれを我慢し
ない。日常の小さな抵
抗を描いた小説集。

娘とその恋人によって、
人格者と評判の夫婦が惨
殺された。世間を震撼さ
せた事件から 18 年後。
事件をモチーフにした小
説が週刊誌で連載される
ことになる。そこで明ら
かになる真実とは !? 

聡乃学習（サトスナワチワザヲナラウ）

小林 聡美

ノンフィクション・エッセイ・他

人ん家の植木鉢、モン
ブランの中身、エンド
ロール…。どーでもい
いけど、どーしても気
になる。人生にほぼ必
要のないことを確認し
てしまうエッセイ。

 益田 ミリ

武田百合子対談集
武田 百合子

深沢七郎、金井久美
子・美恵子、吉行淳
之介らとの対談を収
めた、武田百合子の
対談集。NHK ラジオ
で放送された「「富士
日 記」を め ぐ っ て」
も収録する。

アパラチア山脈の麓で自
然保護管理の職を得たラ
イス。ある日、管理区域
で胆囊を切り取られ、全
身の皮を剝がれた熊の死
体が発見される。ライス
は密猟者を追うが…。冒
険ノワール。

熊の皮 ジェイムズ・Ａ・マクラフリン
青木 千鶴／訳

外国の文学

高校時代に永遠の愛を約束
したイフェメルとオビンゼ。
アメリカに渡ったイフェメ
ルを待っていたのは、階級、
イデオロギー、人種で色分
けされた、想像すらしたこ
とのない世界で…。

ﾁﾏﾏﾝﾀ ・゙ﾝｺﾞｽﾞｨ・ｱﾃﾞｨｰﾁｪ
くぼた のぞみ／訳

ミレニアム ６ 死すべき女 上下
アメリカーナ 上下

ﾀﾞｳﾞｨﾄﾞ･ﾗｰｹﾞﾙｸﾗﾝﾂ
ﾍﾚﾝﾊﾙﾒ美穂・久山 葉子／訳
ストックホルムの公園で
発見された、身元不明の
男の死体。ズボンのポ
ケットにはミカエルの電
話番号が書かれた紙切れ
が。法医学者はミカエル
に、男は殺された可能性
があると告げた…。

茨木のり子
自分の感受性くらい

平凡社／出版

だから、 何。

  中野 翠

気がつけば、
終着駅

佐藤 愛子

犯人は、 あなたです

新堂 冬樹

サイレント ・ ブルー

樋口 明雄

沃野の刑事

堂場 瞬一

ほんのちょっと当事者

青山 ゆみこ

5 0 代 と い う 人 生 の ス
テージ。無理せずに、
興 味 の あ る こ と に 飛
び 込 ん で 、 い ろ い ろ
な 学 び を 得 な が ら 、
軽 や か に 丁 寧 に … 。
く す っ と 笑 え て 背 筋
が伸びるエッセイ集。

小さいコトが気になります

人生ムダなことは
ひとつもなかった

橋田 壽賀子

84歳の母さんがぼくに
教えてくれた大事なこと

辻 仁成

幕末痛快小説

三つの大陸を舞台に描く長篇



歴史・社会・教育・知識
僕のリスタートの号砲が、
遠くの空で鳴った

田原 照久
竹島 由美子

日本の論点
2020～21 渡辺 丘

大前 研一 

パレスチナを生きる

宗教、民族、ナショナ
リティー等が複雑に絡
み合う「壁」の向こう
側の人びとは、どんな
暮らしをしているの
か。分断に揺れる地の
最前線を追う、渾身の
ルポルタージュ。

ＮＨＫクローズアップ現代 +制作班

司法通訳人という
仕事
知られざる現場

小林 裕子

図解日本人なら知っておきたい
しきたり大全  岩下 宜子

日本人なら知っておきた
い「しきたり」を学べる
一冊。和の暦、年中行事、
冠婚葬祭やお付き合い、
贈答・手紙のしきたりな
どについて、イラストで
やさしく解説します。

帯結びのアレンジ
日々の着物をもっと粋に

各帯結びの丁寧な手
順や、形よく結ぶた
めのポイント、さま
ざまな帯結びのバリ
エーション、着心地
をラクにするための
ノウハウなどを紹介。

文藝春秋オピニオン
2020年の論点100

文藝春秋／出版

そうだったのか！
ヒトの生物学
知識ゼロからの東大講義

坪井 貴司

しめ飾り造形と
その技法

鈴木 安一郎

ちょっとした手間や
アイデアを使って、
四季の移ろいを日々
感じていたい -。そ
の季節ならではの小
さな手作りや飾り、
大 好 き な 行 事 の ス
ケッチをまとめる。

おたのしみ歳時記
杉浦 さやか

趣味・娯楽・旅・スポーツ

もっと知りたい「怖い絵」展

ハルカナ

ニューヨーク
ソウル

ＴＡＣ出版編集部

天才頭脳 ・ 水上楓の
「最強クイズ全書」
東大脳に近づく 「ひらめき力」
「知力」 を身につける

 水上 楓

見るだけでうまくなる！
バドミントンの基礎

大束 忠司

心なごむ日本の橋

平野 暉雄

池上 恵理

１輪から気軽にできる花
生け、リースやブーケの
つくり方など、季節の花
で暮らしに彩りを添える、
花しつらいを紹介する。

平井 かずみ
花と暮らす

身長差で負けない
バスケットボール勝利術

金子 寛治

 「歩くと光るイヤリン
グ」な ど、か ん た ん
な電子工作を取り入
れた、かわいい作品
のつくりかたを紹介。

齋藤 孝
大人の言葉力 
カドを立てずに自分を通す

３万年前の航海の
謎を解く
日本人はどこから来たのか？

マップで歩く東京ディズニー
リゾート 2020

講談社／出版

あなたの「普通」の対
応は、「横暴」「無愛想」
と思われているかもし
れない。「何をほめるの
かのハードルを低くす
る」など、印象を大き
く変え、存在感が増す“言
葉の技術” を伝える。

大竹 恵理子

中野 京子

目的のレストラン、ショッ
プ、アトラクションにたど
り着けるよう、地図を豊富
に収録したガイドブック。

Ｋａｗａｉｉ電子工作

社会現象を巻き起こ
した異色の美術展

「怖 い 絵」展。モ ッ
サ「彼 女」、名 画 に
隠された物語・人間
の闇を、特別監修を
務めた中野京子が深
く濃く解説する。



できるＯｕｔｌｏｏｋ2019
Office 2019/Office 365 両対応

献立力 今夜の食事にもう悩まない

30分で作る晩っごはんの考え方とレシピ136

石原 洋子

政治・経済・ビジネス・コンピュータ・実用書

世話とお金の心配、介護や
看取りの不安、自分が先立
つ不安…。高齢者とペット
飼育の問題を解消する一冊。
いつまでも一緒にいるため
に、今からしておきたい準
備と心構えについて紹介。

朝日新聞出版／出版

丸鶏レシピ
うまみを丸ごといただきます

コウ 静子

日本一の洗濯屋が教える
間違いだらけの洗濯術

洗濯ブラザーズ 

暮らし・健康・子育て

山田 祥平

いくつになってもこのコと
いっしょ 徳田 竜之介／監修

『ラジオ深夜便誕生日の花と短歌 365 日』 〔911.1ﾄ〕　鳥海  昭子／短歌　柳 宗民・鳥居 恒夫／監修　ＮＨＫサービスセンター

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！

12 月号の答えは …  Q . 自分の誕生日の花（誕生花）を知りたい。

Q

A

情報
オアシス
から

パソコンで困ったときに
開く本 2020

川畑 信也

レビー小体型認知症が
わかる本
第二の認知症 家族や介護従事者は
どう接すればよいか

鈴木 愛

ピラフとドリア
坂田 阿希子

えびピラフ、きのこづく
しのピラフ、チキンドリ
ア、ビーフストロガノフ
のドリア…。具材の組み
合わせでおいしさ無限
大 ! みんなが好きな洋風
ご飯「ピラフとドリア」
のレシピを紹介します。

皮膚科専門医が見た！
ざんねんなスキンケア４７

安部 正敏

パリ在住の料理人が教える
もらって嬉しいチョコレートレシピ

えもじょあ
誰でも作りやすいようにシ
ンプルさを心がけた本格
チョコスイーツのレシピを
紹介。特に気をつけるべき
ポイントも詳しく説明する
ほか、きれいな仕上がりに
するコツも伝える。

パパ離乳食はじめます。

おっぱいには勝てないけど、
離乳食なら作れる ! 先輩パ
パである著者が体験した失
敗や成功、感じたあれこれ
を紹介しつつ、パパでも作
りやすく、ママの負担を軽
減できる離乳食・幼児食の
フリージングレシピを紹介。

味×ボリューム×調理道
具の３つのポイントを主
菜と副菜で補えば、バラ
ンスのよい献立が自然に
できる。実際の献立の作
り方を解説し、主菜・副菜・
汁もののレシピを紹介。

戸松 信博

１時間でわかる
株価チャートの読み方

株式投資を始めたい初
心 者 へ 向 け て、株 価
チャートとは一体何かと
いった基本から、実践的
なチャートの使い方まで
を解説する。

「基本操作」「アプリ
のインストールと削
除」「ウイルス対策」
などパソコントラブ
ル 273 を Q&A 形式で
回答。PC とスマホ用
語集も掲載。

なんとなく不調を
ととのえるスープ

後悔しない
「年賀状終活」 のすすめ

メールや予定表の
使い方、タスクや
連絡先の管理法、
情報共有の仕方な
ど、Outlook 2019
の基本的な操作を
解説。

本田 よう一

加納 尚美

大人になる前に知る
性のこと

恋愛や妊娠・出産など、
人生で直面する「性」へ
の疑問に答え、「性」との
向き合い方を伝授。医療
機関・相談窓口の利用の
仕方、性感染症や性暴力
などへの対処法も解説。

江戸時代の通貨の単位について知りたい。

澤岡 詩野



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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１月ギャラリー展示

図書整理日

1月からのテーマ展示 （期間：1～3月）

北海道すてきな旅ＣＡＦＥ
森カフェ＆海カフェ

北の cafe 編集室

明智光秀のことがマンガで３時間でわかる本
津田 太愚

おいしい珈琲を自宅で
淹れる本

明智 憲三郎

一息つこうよ

歴史を大きく変えた男、明智光秀。彼はどんな人物
だったのか。その謎の半生から坂本城の建設、本能
寺の変、三日天下までをわかりやすく解説する。

富田 佐奈栄

家康はなぜ上洛したのか。信長はなぜ簡単に
討たれたのか。光秀は誰に裏切られたのか
-。信長と光秀、本能寺の変にまつわる真実を、
明智光秀の末裔が暴く。

１月１４日(火）～

　　１月３０日（木）まで

「三浦ありったけ独学画作品展」

明智光秀
明智光秀と織田信長

新春福袋新十津川町出身の三浦さんによる作品展
です。鉛筆、水彩、クレヨン、アクリル
ガッシュ等の画材で頭の中のありのまま
を描いた作品を展示します。 新春上映会

新春上映会

特別行事 詳しくはポスター・チラシをご覧ください。

１/11
       （土）

10：30～12：15

２：00～３：45

『Mr．ホームズ』～名探偵最後の事件～

午前

午後

入場無料

『海よりもまだ深く』

２：00～4：00

１/12
       （日）

10：30～12：30

★各回、 上映 15 分前より　
   開場いたします

午後

午前2020年

夢見た未来とちがう今を生きる、 元家族の物語

新春上映会新春上映会


