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仕事がなかなかうまくいかない女性編集者。 最後のチャ
レンジで新作本を出すことになった作家。 装丁家、 書店
員、 読者へと、 崖っぷちに立った５人が一冊の本を通し
て優しい奇跡に包まれていく…。
ある作家が、 「本は世界と繋がる “窓” である。」 と語っ
ていました。 今、 あちらこちらに出向くのもままならないで
すが、 本が私たちの世界を広げてくれることもあります。
読書の秋にこんな穏やかで温かな物語はいかがですか。

『本が紡いだ五つの奇跡』
森沢　明夫　　

〇感染症の拡大状況により、中止となる場合があります。

行 事 中 止 の お 知 ら せ
今月の表紙

「古本リサイクル市」 中止
　　　　　のお知らせ
10 月２日㈯に予定しておりました

「古本リサイクル市」は中止となりました。
楽しみにしていただいていた皆様、大変申し訳
ありません。（今年度の予定はありません。）

入場無料　　　定員 50 名

行 事 の お 知 ら せ

10 月 31 日㈰ 17:30　開演

※詳しくはチラシ・ポスターをご覧ください。

フルート　チェロ　ピアノ
　　トリオのひととき

(17:15 開場　18:15 終演 )

〇マスクを着用のうえ、ご来場ください。
〇体調がすぐれない場合は来館をご遠慮ください。

図書館コンサート



日本の小説

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）

ゴースト ・ ポリス ・ ストーリー
「幽霊のセブンルール」とは？

横関　　大
終末期の患者が入院する病棟
で看護師として働く 31 歳の
堤素野子は、休日も気が休ま
らない過酷なシフトをこない
ていた。あるとき素野子は休
憩室の PC で、看護師と思わ
れる人物のツイッターアカウ
ントを見つけ…。医療小説。

ヴァイタル･サイン
南　杏子

うまくて泣ける「子ども食堂」

とにもかくにもごはん

小野寺　史宜
人生が行き交う、深夜バスターミナル

バスクル新宿

大崎　梢

人生後半から燃え上がる恋の行方は…

疼　く　ひ　と

松井　久子

“多国籍ニッポン” で痛快バディ活躍

島に生きたある一族の 150 年の営み

邯鄲の島遥かなり　上

大沢　在昌

貫井　徳郎

北前船を馳せた男、工楽松右衛門

きっと宝物になる、猫とあなたの物語

みとりねこ

東野　圭吾

有川　ひろ

透明な螺旋

愛する人を守ることは罪なの
か -。房総沖で男性の遺体が
見つかり、失踪した恋人の行
方をたどると、関係者として
天才物理学者の名が挙がっ
た。草薙は、横須賀の両親の
もとに滞在する湯川学を訪ね
るが…。

堂場　瞬一

死物語　上･下

西尾　維新
デストピア・ヴィルトゥオーゾ・
スーサイドマスターに会うた
め、故国を目指す忍野忍と阿
良々木暦。人間社会が異常事態
に陥った中、怪異にのみ感染す
るウイルスが吸血鬼を死に至ら
しめていて…。阿良々木暦の大
学生編。

不器用で愛おしい、恋愛未満小説

オーラの発表会

綿矢　りさ

失踪した戦闘兵器を追い、北へ！

ザ ・ ニューゲート　19

風波　しのぎ

世界中が欲する「聖遺物」が日本に

似鳥　　鶏

氷点下 40 度 × 放射能極限ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ

アイスクライシス

笹本　稜平

先へと進む勇気をくれる珠玉の四篇。

川のほとりで羽化するぼくら

彩瀬　まる

熱風団地

ネット社会の歪みに挑む女性刑事

聖　　　　　　刻

帆　　　　　　神

東京に地下鉄を誕生させた男たち

地中の星

「種馬」にされた商社マンの逆転劇

逆玉に明日はない

楡　　周平

推理大戦

玉岡　かおる

門井　慶喜

水　よ　踊　れ

お前なんかに会いたくない

零の晩夏

岩井　圭也

乾　ルカ

岩井　俊二

脅される “パパ活女子”、女性
を狙う “ぶつかり男”、人気女
子アナを襲った “ネット炎上”
…。コロナ禍の池袋、社会の
歪みが生んだ悪意にマコトと
タカシが挑む。

「池袋ウエストゲートパーク」シリーズ

モデルが例外なく死に至る
という “死神” の異名を持つ
謎の絵師ナユタ。その作品
の裏側にある禁断の世界と
は -。岩井俊二が生と死の輪
郭線を描く。

10 年前に北海道立白麗高校を
卒業した元クラスメイトたちに
同窓会の案内が届いた。高校の
思い出に盛り上がる彼ら。しか
し「岸本李矢さんを覚えていま
すか」という書き込みが波紋を
呼ぶ。それはいじめで転校した
生徒で…。

亡き恋人の幻影に導かれ、瀬戸
和志は交換留学生として再び香
港の地を踏んだ。さまざまな出
会いを経て、次第に浮かび上が
る都市の実相、そして恋人の過
去。< 回帰 > の時が近づく中、
和志は民主化運動の狂騒へ引き
ずり込まれ…。

アフター ・ サイレンス
本多　孝好

警察専門のカウンセラー・高
階唯子の仕事は、事件被害者
やその家族のケアをすること。
多くを語らないクライエント
の、秘められた想いに触れて
いき…。心揺さぶる連作ミス
テリ。

ヤスの本懐 わたしのいないテーブルで
原　　宏一 丸山　正樹

女性ろう者が実母を包丁で刺し
た事件の弁護に関わることに
なった手話通訳士の荒井。彼女
に何が ? コロナ禍のろう者の苦
悩と現代社会の問題を活写した
< デフ・ヴォイス > シリーズ

ヤッさんがある日、韓国食堂
のオモニとともに姿を消す。
いったいヤッさんに何が起き
たのか。一番弟子のタカオが
捜しはじめるが…。シリーズ
完結となる表題作ほか全 3 編
を収録。

炎上フェニックス
石田　衣良



ノンフィクション・エッセイ・他

外国の文学

重松　　清

わたしたちに手を出すな

スティーヴン･ハンター

10 年前に息の根を止めたはずの悪
党をボストンで目撃したリーチャー。
司法省麻薬取締局から非公式に
協力を求められ、 オリエンタルラグの
輸入商 ・ ベックの大邸宅で手がかり
を追う。 先に潜入した女性捜査官
は消息を絶ち…。

ばにらさま

山本　文緒

痛くて切ない、恋の物語

「おばけ」 と 「ことば」 のあやしいはなし
京極　夏彦

教場Ｘ　刑事指導官 ・ 風間公親

長岡　弘樹　

益野紳佑の妻は半年前、車には
ねられ亡くなった。事故の唯一
の目撃者は娘の麗馨だったが、
警察は幼い娘の証言を採用せ
ず、犯人とされた男は不起訴と
なっており…。

「水木しげる作品」 がウケ続けている
わけ、 柳田國男が 「遠野物語」 で
描いた 「河童」 「山人」、「幽霊」 「妖
怪」 「おばけ」 の怖さ…。 全国各地
で行われた、 小説家 ・ 京極夏彦の
講演を集成。

ガラスの海を渡る舟

「隠れ」の力を持つ同心と少女

< 医療 > 時代小説傑作選

じんわり胸が温まる感動長編

めだか、 太平洋を往け

隠れの子

い　や　し

宮部みゆき・朝井まかて /他

小路　幸也

うそをつく子

今日でなくてもいい
佐野　洋子

いまもなお心に響く、佐野洋子
のパワフルな死生観。幼少期の
家族の死から、自身が余命宣告
を受けたのちに書いたものま
で、「生・老・死」をテーマに
したエッセイ 35 篇を収録。

文豪たちの 100 年前の感染症の記録

文豪と感染症表札　石垣りん詩集

永江　朗石垣　りん

1920～2004 年の詩作の中から厳選

トリイ･ヘイデン

日常的にうそをつき、 暴力をふるう 9
歳の少女ジェシー。 愛着障害と診断
され、 児童心理学者のトリイが彼女の
セラピーを担当するが…。 愛情と忍耐
をもって問題を抱えた子どもたちと向き
合った著者によるノンフィクション。

ウィリアム･ボイル

宿　　敵　上 ・ 下

ベイジルの戦争

リー・チャイルド

ガラス工房の兄妹の 10 年間

一流の文筆家たちのエッセイ集

ベスト ・ エッセイ　2021

星天の兄弟

日本文藝家協会 /編

リチャード・オスマン

寺地　はるな

海恋紀行

森　まゆみ

戦時スパイ・スリラーの傑作

トラブルに巻き込まれた３人の女

シルバー川柳入門

水野　タケシ

楽しくわかりやすい入門書

海からの風に吹かれながらの旅行記

さまざまな人生を繰り返し生
き、終わらぬ命に何もかもがど
うでもよくなっていた女子高生
の美桜。ある日、学校の屋上か
ら身を投げようとしたところ
を、同級生の光太に救われて…。

木曜殺人クラブ
未解決事件の調査をする老人たち

パラダイス･ガーデンの喪失
若竹　七海

七月　隆文

二人の嘘

父が無実の罪で投獄され、幼く
して罪人の子という思い軛を負
うことになってしまった兄弟。
互いを思いやりながら別々の道
をゆく少年たちの運命は ? 家族
とは、兄弟の絆とは何かを問う
感動のファンタジイ。

一雫　ライオン

菅野　雪虫

葉崎市の崖の上にある個人庭園
< パラダイス・ガーデン > で身
元不明の老女の自殺死体が発見
され、庭園のオーナーが自殺幇
助を疑われる。葉崎署の二村貴
美子警部補が捜査に乗り出すが、
葉崎市に隠されていた謎が浮か
び上がり…。

百万回生きたきみ

自由研究には向かない殺人

高校生のピップは自由研究で、 自分
の住む町で起きた 17 歳の少女の失
踪事件を調べている。 犯人とされてい
る少年と親しかったピップは彼の無実を
証明するため、 自由研究を口実に関
係者にインタビューするが…。

ホリー・ジャクソン

女性判事・片陵礼子は、かつて
懲役刑に処した元服役囚が、近
頃、裁判所の前に佇んでいるこ
とを知る。過去の資料を見返し
た礼子は、ある違和感を覚えて
男のことを調べ始めるが、それ
によって二人の運命が思わぬ形
で交わり…。



歴史・社会・教育・自然・知識

趣味・娯楽・旅・スポーツ

ああ

　　

　　

世にも奇妙な博物館

丹治　俊樹　　

動物の出てくる、ことわざ

　　

地球で暮らすきみたちに知ってほしい 50 のこと

SDGs 先進国、デンマーク発の「科
学教養」の本。星はいくつあるの? 
死んだらどうなる ? 時間って何 ? 
自然、動物のことから、人間の発
明や社会の問題、人生についてま
で、子どもがよく思いつく 50 の
疑問に答える。

ラース・ヘンリク・オーゴード　

はじめてのカリンバ BOOＫ
Misa/ 指導・編曲　　

オルゴールのような音色が特徴のカ
リンバの教則本。 単音演奏から伴
奏付き演奏まで、 3 ステップで段
階的に学べる。練習曲「きらきら星」
「炎」 など全 15 曲を収録。

～戦争が日常だった私たちの体験記～

わたしたちもみんな子どもだった

和久井　香菜子　　

いま人気のインテリアグリーン

 観葉植物図鑑

　　

河本　望 /著・宇田川新聞 / 絵　　

限界からはじまる

上野　千鶴子・鈴木　涼美　　

ああ

東京オリンピック 2020　輝きの記憶。
　　

コロナ禍で 1 年延期ののち、ほぼ
無観客開催となった東京オリン
ピック 2020。だが、未曾有の状
況でもその祭典はスポーツの歓び
に溢れていた。世界を照らしたア
スリートたちの輝きを、迫真の写
真と珠玉の物語で再現する。クレオパトラからココ・シャ

ネルまで、セレブリティを着
飾った、創造性ゆたかで
キュートなヘビの七変化。広
告デザイナー時代のアン
ディ・ウォーホルが制作した、
クールでおしゃれな絵本。

重要証人　ウイグルの強制収容所を逃れて

ｻｲﾗｸﾞﾙ･ｻｳﾄﾊﾞｲ、ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾗ･ｶｳﾞｪｰﾘｳｽ　　
繰り返される拷問、洗脳、レイ
プ。そしてその先に待ち受ける
死…。いま、中国の新疆ウイグ
ル自治区では何が行われている
のか ? 命がけで強制収容所から
逃れた女性が、衝撃的な実態を
証言する。

折れないメンタルのつくり方古墳人たちの暮らしを紹介

縄文･弥生･古墳時代の遺物を紹介

かわいい古代

知られざる古墳ライフ

譽田　亜紀子　　

譽田　亜紀子　　

本当の 「心の強さ」 ってなんだろう？

齋藤　　孝　　

対決！日本史　２　幕末から維新編

阿部　龍太郎・佐藤　優　　

魅力的な建築･史跡を雑学とともに

 世界のすごい城と宮殿 333

愛すべき巨大造形物たち

 世界のすごい巨像帽子･マフラー･スヌード
　　

かぎ針で帽子、 マフラー、 スヌー
ドを編んでみませんか ? 「シンプル
で、 派手すぎないけど、 どこかオシャ
レな」 をテーマにした、 男女共通
で使える、 通常サイズより少し大
きい帽子、 マフラー、 スヌードを紹
介します。

可愛くて、懐かしい！

日本カンパニーキャラ＆シンボル大全

廣瀬　祐志 /企画　ヤマザキ流子育て放浪記いつど
んな時もムスコの味方 ! 生きる
自由を謳歌せよ ! 母になり、海
外を渡り歩き息子と暮らした
日々を描く、ヤマザキマリ流子
育て放浪記。ムスコが綴った「ハ
ハ物語」も収録。

 ムスコ物語
ヤマザキ　マリ　　

メイコ流笑って死ぬための 33 のヒント

 大事なものから捨てなさい

中村　メイコ　　

渡辺　均　　

神社にまつわる言葉の豆知識

神社語辞典

本村　のり子　　

10 代から知っておきたいメンタルケア

蛇から龍、河童、蜘蛛まで、人知
では測れない霊力を持つ巨大生物、
ヌシ (主 )。人とヌシとのつきあい、
ヌシの種類・行動、文学のなかの
ヌシなど、多様な視点からヌシに
迫り、ヌシ伝承に息づく日本人と
自然との共生を読み解く。

暮らしの中に驚きと感動を

未知と出会う 55 スポット

しんどい時の自分の守り方

暮らしを哲学する

ヌ　　シ　神か妖怪か

増田　　史　　

伊藤　龍平　　

氏家　紀雄　　

 アンディ ・ ウォーホルのヘビのおはなし
アンディ・ウォーホル　　

往復書簡で、女性問題を語る

読み解け、卵化石ミステリー

 恐竜学者は止まらない！

田中　康平　　

ふわふわでやわらかい！かぎ針で編む

最強クッカーでおいしいソロキャン

 あみぐるみが編みたくなる糸のあみぐるみ

 世界 197 ヵ国のふしぎな聖地＆パワースポット

さばいどる　かなほん　　

 どうぶつ英語フレーズ大集合！

明治維新の功罪とは？対談集

FLUFFY AMIGURUMI　　

ｽﾎﾟｰﾂｸﾞﾗﾌｨｯｸNumber PLUS　　

飯ごうレシピマスターブック

applemints　　

神秘の古代遺跡・祈りと奇跡の地

地球の歩き方ＢＯＯＫＳ　

地球の歩き方ＢＯＯＫＳ　

地球の歩き方ＢＯＯＫＳ　



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

こちらのコーナーは、実際にあったお探し本を内容を一部変更してご紹介しています。( 登場人物は架空です。）

スポーツビジネス入門

久保木　薫 /編著

高齢者を身近な危険から守る本
森　透匡 /他監修　

国立大学附属小学校の教師で、そ
の学校では初の男性育休取得者と
なった著者。育休と向き合った中
で何を迷い、感じたのか。育休中
に生活をどうマネジメントしてい
たのか。第一子、第二子の育休体
験をもとに綴る、等身大の記録。

ちょい足しだけで料理上手

羽田　共一

稼げる農業経営のススメ
新井　毅

長年、 農政局の立場から農業経営
者と関わってきた著者が、 持続可能
な農業のあり方を、 データと実例を
用いて前向きに描き、 農業が今どの
程度ホワイト化しているかを客観的に
示す。 日本政策金融公庫の仕事
なども取り上げる。新型コロナ対策、 大量廃棄、 災害

対策、 労働差別…。 清掃現場の労
働体験と参与観察を通して、 現場で
活躍している人々や清掃行政、 清掃
差別の実態を活写。 現代日本が向き
合う課題と可能性を浮き彫りにする。

お探し本は
こちらですか？

小学生の子どもを持つＦさん (30 代･女性 )。イベントの少ないこの頃、せめて自宅でハロウィーンを
楽しもうと思いついた。でも、市販のものだけでは物足りないし、お金もあまりかけたくないので、
何か参考になる本はないかとやってきた。さて、役に立ちそうな本は見つかるでしょうか。

『ハッピーハロウィンパーティー』　主婦の友社 / 編集（385.9)　

薄手の本ながら、部屋の飾りつけから手づくりコスチューム、お手軽パーティー料理など、ハロウィンを楽しむあれこれが満載
の本です。

役に立ったのはこんな本！→

ごみ収集とまちづくり
藤井　誠一郎

なるにはＢＯＯＫＳ

農学部　大学学部調べ

佐藤　成美

トコトンやさしい建設機械の本
知っておきたい基礎知識・活躍する現場

宮入　賢一郎

ワタナベマキのスパイス使い

男も育休って、 あり？

ワタナベ　マキ　

14 歳からのプログラミング
千葉　　滋

はじめての人でも、 繰り返し ・ 場合
分け ・ 配列などプログラミングの基本
が身につく入門書。 JavaScript と
サポートサイトでプログラムを動かしな
がら学ぶことができる。

視点をずらして眺めてみると… 電気自動車のことがよくわかる！

楽　　観　　論

古市　憲寿 廣田　幸嗣

トコトンやさしい電気自動車の本

なぜバフェットは日本株を買うのか

高配当投資術

窪田　真之

本態性振戦･局所性ジストニア

執着の捨て方

中村　武彦 /著･上西　淳二 /漫画

加藤　登紀子

そのふるえ ・ イップス心因性ではありません

平　孝臣・堀澤　士朗

子どもの製作･保育室飾り･年齢別遊び

保育で楽しむどんぐり落ち葉まつぼっくり製作＆あそび

ポット編集部 /編

フエルトのかわいいごっこ遊び

　

フェルトの柔らかい手触りは、
小さな子供のおもちゃにぴっ
たり。いちご狩り、魚釣り、ケー
キ屋さん、パン屋さん…。フェ
ルトで作る、ごっこ遊びのお
もちゃをたくさん紹介します。

レディブティックシリーズ

こだわりは捨て、 「ボチボチ」 で。
人間関係もスッキリ清算 -。 世代
の違う 2 人の精神科医が 「人生
の下り坂」 で起きる色々な 「不安」
をテーマに、 本音で、 赤裸々に語
り合う。「今」を楽しむ知恵が満載。

かつての名門サッカークラブ、フ
レームズ FC のクラブスタッフ赤
塚は、海外のプロサッカービジネ
スで活躍する中川にチームの再建
を託し…。スポーツビジネスの原
理原則を、クラブ経営を描いたマ
ンガで紹介する。解説付き。

料理研究家、 フードスタイリスト、 店
舗経営者、 料理教室講師など、 さま
ざまな分野の第一線で活躍中のフード
コーディネーターの体験談を紹介。 さら
に、 どんな人が向いているのか、 どん
な勉強が必要かなどを簡潔にまとめる。

フードコーディネーターの仕事

不安と折り合いをつけてうまいこと老いる生き方
奥田　弘美・中村　恒子

発達障害の子と親の心が軽くなるちゃんと伝わる言葉かけ
Shizu　

柔軟思考でいきいきとした素敵な
人、天性の遊び心を発揮する暮ら
し上手な人の、「執着」の手放し
方を紹介。執着から逃れられない
理由や、しがみつかない生き方を
する方法、執着から解放される話
し方なども解説する。

発達障害の子どもたちと保護者
は、自己肯定感が低くなりがち。
発達障害がある子の子育てノウ
ハウと、親子の心が軽くなるコ
ツや言葉かけを、さまざまな視
点・角度から紹介する。

ニセ電話詐欺、転倒・転落、
地震 ( 在宅・外出時 )…。防犯
から暮らし、防災まで、高齢
者が危険な目にあわないため
の知識と対策を、具体的な事
例とともに紹介する。



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。

インフォメーション
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               31  

10 月

図書テーマ展示

　　　　　　渡辺弘美

「アップルドール展」

10/12 ㈫～ 10/24 ㈰

図書整理日

「家系図」 は自分の
ルーツを知ることがで
き、 遺産相続の際に
も役立つ。 家系図の
種類や作り方、 ご先
祖様をたどるための情
報源などを紹介する。

北海道の苗字二千姓
の、 由来と家系を知るた
めの苗字事典。 全ての
苗字に発生由来を記し、
北海道ゆかりの人物を多
数取りあげる。 家紋の紹
介もある。

十津川村史　地理 ・ 自然編

母村 ・ 奈良県十津川村の新しい村史
が発行されました。 第一弾は 「地理 ・
自然編」 です。 2020 年 6 月に村設
置 130 年を記念して発行されました。
歴史深い十津川村の地質 ・ 植物 ・ 動
物について、 ４年間調査を行った貴重
な資料です。 写真や図も豊富で、 とて
も見ごたえのある本です。

　バ デ ィ～相棒たちがゆく～

ギャラリー展示

「道産子のルーツ事典」
岸本　良信

「まほろ駅前多田便利軒」 「裏切りのホワイトカード」

郷土の本

郷土資料の収集にご協力ください。

「あなたのルーツは？」
ルーツを調べる方法などが書かれた本を展示します。特別行事

「ファミリーヒストリーの調べ方」と併せて参考にしてみてください。
ホームズとワトソンのように、息の合った活躍を見せる相棒たちが登
場する小説を紹介します。

十津川村史編さん委員会 / 編集

「なぜいま家系図を作るべきなのか？」
岩本　卓也 三浦　しをん

「お困りの説はお電
話ください。」 多田 ・
行天コンビの便利屋
物語。

池 袋 の 仲 間 と、
新しい命を守るた
め、 マコトとタカシ
が動く︕ I
IWGP シリーズ

石田　衣良

顔や手にりんごを使用して作られ
た、昔の農作業等で働く人々や、
ヨーロッパの洋風ドールを表現した
作品展です。

「みんなとＭＡＹＡ　ＭＡＸＸ展」
～なかそらち図書館ネットワーク巡回展～

10/27 ㈬～ 11/10 ㈬

( こちらの展示は、 芦別市立図書館と奈井江町図書館でも展示します。）

岩見沢市美流渡地区に在
住し活動している、 アーティ
ストであり絵本作家の
MAYA MAXX さんの絵本
「おらんちゃん」 の原画を展
示します。


