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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
★５月からのテーマ展示

★ギャラリー展示のご案内

★開館カレンダー

女神のサラダ

瀧羽　麻子

「いいじゃない、 農業」

全国各地を舞台に、 農業に関わる

女性の想いと悩みを描いた八つの短

編集。 一緒に泣いて、 笑って、 元気

になれる物語
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「2020 本屋大賞」が決定しました！

大賞は凪良ゆうさんの

『流浪の月』となりま

した。

　

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

次の期間まで臨時休館を延長致します。

　　　

お 知 ら せ

只今お借りの本につきましては、

開館するまでご利用下さい。

6 月１日 ( 月）



日本の小説

鯖猫長屋ふしぎ草紙

緋色の残響
長岡  弘樹

田牧 大和

いくつもの病院を渡り歩
くドクターショッピング、
快適なはずの介護施設
で起こるおぞましい争い
……現役医師がおく
る、 強烈にブラックな短
編集。

掟上今日子の設計図
西尾 維新サムのこと　猿に会う

西 加奈子

図書室のバシラドール
竹内 真

レイモンさん
植松 三十里

透明な夜の香り鬼棲むところ
朱川　湊人

千早　茜

古い洋館でひっそりと営ま
れる、 秘密のサロン。 天
才調香師・小川朔を訪
ねて、 謎を秘めた依頼人
たちが集まる。 新たな知
覚の扉が開く、ドラマチッ
クな長編小説。

罪人の選択
貴志 祐介

ダーク ・ ブルー

真保 裕一

できない男
額賀 澪

暴虎の牙

柚月 裕子

公　安　狼

笹本 稜平

誘拐屋のエチケット
　　横関 大

天　稟
幸田 真音絶対猫から動かない

新井素子

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）

怖い患者

( 八 )

高校の学校図書室で働
く詩織は司書資格を取る
ための勉強をはじめた。
家出操作、 書評合戦、
講演ランチ。 次々と巻き
起こる出来事になんちゃっ
て司書の奮闘物語。強行犯係の刑事であり、一

人娘の母親でもある啓子。
将来は新聞記者を目指
す、中学生の菜月。
『傍聞き』 に登場した母娘
が主人公の５つの珠玉の短
編ミステリ。

残り 9 時間︕仕掛けられ
た爆弾はどこに。 今日子
さんと爆破予告犯 『學藝
員 9010』 の頭脳戦開
始。
眠るたびに記憶を失う忘
却探偵シリーズ最新作。

腕利きの誘拐屋 ・ 田村
は、 新人誘拐屋の根
本とコンビを組むことに。
お節介な根本と淡々と
仕事を全うしたい田村 2
人は関係のないトラブル
に巻き込まれ…。

罪人の選択

貴志　祐介

戦時下の経済統制を
経 て、 戦 後 日 本 の
経済復興に尽くした
山崎種二。 証券会
社の取締役として手
腕を振るった男の人
生を描く。 　恋愛も仕事も冴えない

地方在住デザイナーが、
ひょんなことから農業テー
マパークのコンペに挑戦す
ることになり…。自分のダ
メさと向き合い成長する、
大人のための青春小説。

久坂部 羊

安義橋を渡る太郎暮房
に、 艶やかな髪と白い肌
を持つ見目麗しい女が話
しかけ…。「安義橋秘聞」
をはじめ、 鬼にまつわる説
話を大胆に脚色した全 8
編を収録した、 奇想と怪
異の短編集。

大正末期の函館で出会い
結婚した、ドイツ人ソーセー
ジマイスターのレイモンと日本
人の妻コウ。 函館で店を開く
が肉食習慣のない日本人に
受け入れられず、 戦争が外
国人に過酷な仕打ちを…。
夫婦の愛と信念の物語。

木になった亜沙
今村 夏子

誰かに食べさせたい。 願
いがかなって、 杉の木に
転生した亜沙は、 わりば
しになって、 若者と出会っ
た。 奇妙で不穏でうつくし
い、三つの愛の物語。

希望のゆくえ

寺地 はるな

シージャック犯と戦う女性潜航士

元恋人は爆弾テロ犯か

大人の冒険ファンタジー

ミステリ短編集

「孤狼の血」 完結編

人生の隙間に起こる出来事

失踪した弟の本当の顔は…

てんぴん



蕎麦湯が来ない
せきしろ×又吉 直樹

ノンフィクション・エッセイ・他

 梨木 香歩

沢木耕太郎セッションズ 1.2
沢木 耕太郎

1888 年、 若き医師コナン ・
ドイルは前首相から、 巷を賑
わす連続殺人事件をシャー
ロック ・ ホームズの推理法を
用いて解決してほしいと依頼
された。 ドイルは、 のちに切
り裂きジャックと呼ばれる殺人
鬼との知恵比べに挑む。

探偵コナン ・ ドイル
ブラッドリー・ハーパー

外国の文学

倉本聰の言葉
    ドラマの中の名言

ちょこっと、 つまみ

いつでも母と

シルバー川柳

みやぎシルバーネット / 編

風と双眼鏡、 膝掛け毛布

いかがなものか

群 ようこ

旅ごはん

小川 糸

俳句集

36 篇のつまみエッセイ

千客万来編

山口　恵以子

笑って生ききる

瀬戸内 寂聴

文学界の異才コンビ、 せ
きしろと又吉直樹が詠む、
自由律俳句集第 3 弾。
センチメンタル過剰で自意
識異常な自由律俳句
404 句、 散文 50 篇を
収録する。

阿川 佐和子ほか

碓井 広義

吉 本隆明、 吉行 淳之
介、 淀川長治、 羽生善
治ら多様な分野の先駆
者 10 人と、 人生を切り
拓いていくその想いを語り
合う。

笑いあり、 しみじみあり

熱く優しい希望の言葉

最愛の母が認知症に…双眼鏡を片手にふらりと旅へ

日常で見かける、 違和感

旅先で出会った食の思い出

空の声
堂場 瞬一

オリンピックの放送だけ
は何としてもやり遂げる
んだ。 たとえ、 この命と
引き換えにしても︕玉音
放送を担った伝説のア
ナウンサー、 和田信賢
を描く。

うちのカレー
食堂のおばちゃん７

山口 恵以子

私の北方領土
遠藤 一郎

あのとき、 本当は何が
起こっていたのか、日本
人は本当の「終戦の日」
を知らない。
元島民ののひとり、 平
野一郎が語る 「真実」
とは。

つりが好き
アウトドアと文藝

井伏　鱒二ほか

24 人の釣りアンソロジー

リスからアリへの手紙
トーン・テレヘン

高い木に家を構える思慮深
いリス君、 蜜が大好きな奥
ゆかしいアリさん。 一癖も二
癖もある動物たちが繰り広げ
るオフビートな物語。
『ハリネズミの願い』 の著者が
贈る、 自由で喜びに満ちた
ユートピアの世界。

ザリガニの鳴くところ
ディーリア・オーエンズ

家族に見捨てられながらも、
広大な湿地でたったひとり生
きる少女に、 ある殺人の容
疑がかかり…。 みずみずしい
自然に抱かれて生きる少女
の成長と不審死事件が絡み
合い、 思いもよらぬ結末へと
物語が動き出す。

輪舞曲
朝井 まかて

「私、 女優になるの。 ど
うでも、 決めているの」
伝説の名女優・伊澤
蘭奢。 野心を貫いた
華の生涯を、 男達の
眼から描き出す。

迷宮の月

安部 龍太郎

唐を舞台とする歴史情報小説

ロ　ン　ド

文学



歴史・社会・教育・自然・知識

サルトル　実存主義とは何か

海老坂 武

武四郎碑に刻まれたアイヌ民族

杉山 四郎

木簡　古代からの便り

趣味・娯楽・旅・スポーツ

民族の復権をめざして

奈良文化財研究所 /編

古代人の日常が見えてくる 希望と自由の哲学

天声人語

櫻井 映子 /編著

バルト三国のひとつ

リアルな今がわかる日本と世界の地理
砂崎 良

詳細 MAP×写真× 最新
グラフで、日本と世界の地
理の基礎知識が詳しくわ
かる一冊。 ICT 産業の発
展や環境問題など、身近
な話題も地理的な観点か
ら説明する。

リトアニアを知るための 60 章

2019 年 7 月－12 月

朝日新聞論説委員室 /編

なんのために学ぶのか

池上 彰

学びの喜びと意義をとく

るるぶドライブ北海道ベストコース
’ 21 るるぶ情報版

僕の姉ちゃん的生活
益田 ミリ

元カレに似た人を見かけて
ドキッとする時って、 こっちの
化粧がハゲてるときなんだ
よね -。 アラサー OL と、 新
米サラリーマンの弟。< 恋
と人生 > のホンネが満載
のコミック。

カラスは飼えるか
松原 始

カラスってやっぱりおもしろい! 
鷹の速さやフクロウの平たい
顔の秘密、 天候不順にど
う対応しているかなど、身
近な鳥の秘密に迫りつつ、
カラスの生態やポイントを、
あますところなく伝える。 カラ
ス情報も収録。

告　　白

火山の科学

西川 有司 

岐阜 ・ 黒川満蒙開拓団 73 年の記録

川 恵実

おもしろサイエンス

ダーリンは 74 歳
愛人稼業熊編

西原 理恵子

自分で作るねこの家具とインテリア
ねこがよろこぶDIY
Cat with Life

成美堂出版編集部 /編

古関裕而ものがたり
内藤　誠 /作

三代目仙之助 /画

名曲でふりかえる昭和とオリンピック

バンクシーを読む

戦争や格差問題、 政治家
や権力を題材にしたストリー
ト・アートを描き続けている
覆面アーティスト 「バンク
シー」。 初期の作品から、
世界各地に残した有名作
品・問題作品までを取り上
げて解説する。

サザエさんと長谷川町子

工藤 美代子

ガーリーデザインブック

Power Design Inc

フォントでつくる
デザインのアイデア集

もしも茶会の正客に招かれたら。
作法と会話例がわかるイラストガイド

淡交社編集局 /編

人生を１冊でふりかえる手作りアルバム
藤井 千代江

写真の整理は、 こんなに
楽しい︕
79 歳、 元・写真館のチヨ
さん考案。 笑顔広がるラク
ラク整理。 大切な思い出
をすっきりコンパクトに。

人気漫画家の苛烈な人生の光と闇

籐で作るアクセサリーと小物
堀川 波

イヤリング、 バングル、 帯
留め、 ペーパーウエイト…。
あわじ結び、 菜の花結び
など、 古くから伝わる結び
方やロープワークをアレンジ
した籐で作るアクセサリーや
小物の作り方を紹介。



政治・経済・ビジネス・コンピュータ・実用書

暮らし・健康・子育て

『世界年鑑』 〔R059〕 Ｐ494　共同通信社／編著　共同通信社

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！

４月号の答えは …  Q . 各国の元首が知りたい。

Q

A

情報
オアシス

から

沢村貞子の献立料理

飯島 奈美

世界の時事問題
武器になる！

池上 彰

動物の看護師さん
動物･飼い主･獣医師をつなぐ６つの物語

保田 明恵
動物看護師ってどんな仕
事 ? 動 物、 飼 い 主、 獣
医師、三者それぞれに寄
り添い架け橋となって治療
を進める動物看護師の仕
事を、6 人の体験から鮮
やかに描き出す。

福祉業界で働く

戸田 恭子

知らないじゃすまされない！

中小企業のための改正民法の使い方

相木 辰夫

スマホで困ったときに開く本
2020-2021

Android スマホ & iPhone 対応版

あんしん糖質オフ
全百科

小田原 雅人 /監修・沼津 りえ /料理

手作りワンピース手帖

ファスナーなしで作りやすい +
ストレスフリーのゆったりフォルム

被災したあなたを助ける
お金とくらしの話

岡本 正

しくじらない飲み方
斉藤 章佳

酔って記憶をなくすことがあ
る、飲まないと眠れない…。
そんな飲み方、 大丈夫 ? 
現代日本におけるアルコー
ル問題や、 最も身近な死
に至る病 「アルコール依存
症」 の治療など幅広く解
説する。

女の子が知っておきたい
卵子のハナシ。

おひとりさまの大往生ガイドＢＯＯＫ

村松 静子 /監修
主婦の友社 /編

会社のきれいなやめ方
退職のプロが教えます︕

ヴィットインターナショナル企画室 /編
弁護士による

退職代行サービス研究会

生き物を育成する仕事
知りたい︕なりたい︕職業ガイド

身内が亡くなったときに
すぐすべきこと
知っておくべきこと

講談社 / 編

最高のおにぎりの作り方
樋口 直哉

「新型コロナウイルス」
- 正しく怖がるにはどうすればいいのか -

扶桑社 /編

食品添加物ハンドブック

渡辺 雄二

あらゆる食品添加物を掲載︕

なるには BOOKS

浅田 義正

卵子の真実をやさしく説明

自分らしい最期を迎えるには

糖質オフのウソ ・ ホント

約 26 年間の献立日記より 前を向いて一歩を踏み出すために

遺族に待ち受ける 「すべきこと」

図解よくわかるスマート農業
デジタル化で儲かる農業

三輪 泰史

暮らしとこころに風を入れる 「家開き」 術

趣味、 遊び、 特技…好き
なことで人と交流すれば、
人生はいつまでも楽しい。
自宅に人を受け入れて、 無
理なくほどよい交流を築く
「家開き」 の極意を、 ベテラ
ン女性建築家が指南する。

池上 裕子

最高のおにぎりから究極の
牛丼まで、 全28品のレシピ
を紹介。 なぜその工程が必
要なのか、 どうしておいしくな
るのかを科学的に分析・説
明する。 おにぎりの塩分分
析、 焼きそばのソース比較
なども収録。

ブテック社

ミニトマトには、どんな品種があるか、それぞれの特性も知りたい。



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

        1  2
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 10 11 12 13 14 15  16

 17 18  19 20 21  22  23

 24 25 26 27 28   29 30  

５月
郷土の本

図書整理日

新しいテーマ展示 （期間：７月まで）

廃材もらって小屋でもつくるか

玄光社

野瀬奈津子
松岡宏大
矢萩多聞

  ギャラリー展示　６月

「西田信春 - 甦る死」

自然から元気をもらう

新十津川出身の社会運動家で、
戦前に非業の死を遂げた西田信
春の評伝です。
長沼町出身の上杉朋史さんが闘
病生活をしながら書き上げた渾
身の一冊です。

新小おはなし美術館

31

上杉　朋史 /著
荻野　富士夫 /解説

   6/2 ㈫～ 6/12 ㈮
しんとつかわのおはなし絵本原画展

 6/13 ㈯～ 6/19 ㈮

開町 130 年記念

気になる !? 小さな出版社

タラブックス

イマイカツミ
川邉 もへじ
家次 敬介

インドのちいさな出版社、 まっすぐに本をつくる

寿郎社

小さな出版社のこだわりの本と、小さな出版社を営む
人々の本を集めました。初めて出会った出版社の本、
読んでみませんか？

　開町１３０年を記念して、奈良県
から移住し新十津川の地を開墾して
きた人びとや、新十津川が豊かにな
る町までを描いた絵本「しんとつか
わのおはなし」の原画を展示します。

新十津川小学校３年生児童が２学年時
に授業で制作した読書感想絵画を展示
します。題材となった絵本の貸し出し
も行います。

空、 風、 土…身近な自然から元気をもらって、

生活をもっと豊かに楽しみましょう！

おひさまライフ 空のほほえみ

濱田美里
水谷孝次 /講師

ＮＨＫ出版

高橋健司
/文・写真

往来社

おひさまを頂く、 おひさまと暮らす 天気にまつわる季語を写真に

蔵　　　　　書　　　　　点　　　　　検

展示内容や期間は変更になる場合があります。


