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「おいしいごはんが食べられますように」
高瀬 隼子 著　講談社

「８０歳の壁」
和田 秀樹 著

幻冬舎

    　　　　　 「腹を割ったら血が出るだけさ」

         　　　　　　 住野 よる 著　　双葉社

      　　　　　　「愛されたい」 という感情に縛ら　　

　　　　　　　　　れ、偽りの自分を演じ続けるとい

　　　　う苦しい毎日を過ごす高校生の茜寧。

　　　　ある日、茜寧は愛読する小説の登場人物、　　

　　　　〈あい〉にそっくりな人と街で出逢う。

　　　　　　これは偶然なのか――。　

　　　　　　 「汝、星のごとく」

　　　　　 凪良 ゆう 著　　講談社

　　　その愛は、あまりにも切ない。

　　　正しさに縛られ、愛に呪われ、　　

それでもわたしたちは生きていく。

ともに心に孤独と欠落を抱えた二人

は、惹かれ合い、すれ違い・・・

ひとつではない愛の物語。

            　　　「蹴れ、彦五郎」

         　　　今村 翔吾 著　　祥伝社

     　　　 　今川義元の嫡男 今川彦五郎

　　　　　　　氏真はなぜ名家を没落させた

のか。　蹴鞠の名手であり、歌をこよなく

愛した男が見せた最後の心意地とは・・・

          　 　　 「あした何着よう」

     　　　　 林 真理子 著　　マガジンハウス

     　　 　　楽しい時間は向こうからはやっ　　

　　　　　　　て来ない。掴みに行くの。めいっ

ぱいおしゃれしてね。

楽しいことが大好きだから、心踊る予定を詰

め込んで、おしゃれを満喫するマリコのノンス

　　トップ華麗なる日々。

(2022年8月京丹波町図書室調べ)

イベント情報
＊交流ラウンジ「こだち」図書コーナー
　「音読の会」
　声に出して読むことで脳の活性化を目指します
　9/9(金)　１３：30～１４：３０

＊京丹波町役場交流ラウンジ防災会議室
　「物づくり体験ワールド」
　プロの畳職人の指導によるミニ畳の制作体験
　9/25(日)　1回目　13：30～14：30　
　　　　　       2回目　14：45～15：45
　対象：小学校と保護者
　　    （２年生以下は保護者の同伴が必要です）
　　　(※上記２つとも事前申し込み制　TEL 82-3850)

 けまり

 あかね

「宙ごはん」
町田 そのこ 著　小学館 

「夜に星を放つ」
窪美 澄 著　文藝春秋

 うじざね

第167回
芥川賞
受賞作

第１６７回
直木賞
受賞作



新しい本が入りました！

≪歴史≫

≪工学≫

≪哲学≫

書名 作者 出版社 請求記号

　 　 　 　

図解眠れなくなるほど面白い心理学の話 渋谷　昌三／監修 日本文芸社 140

ちいかわ心理テスト ナガノ／著 講談社 140.4

いつも機嫌がいい人の小さな習慣 有川　真由美／著 毎日新聞出版 159

80歳の壁 和田　秀樹／著 幻冬舎 159.7

　 　 　 　

日帰り温泉　[2021] 　 昭文社 291.6

るるぶ天橋立城崎　'23 　 JTBパブリッシング 291.6

デジタル国家ウクライナはロシアに勝利するか? 渡部　恒雄／著 日経BP 319.3

日米地位協定の現場を行く 山本　章子／著 岩波書店 395.3

　 　 　 　

夜、寝る前に読みたい宇宙の話 野田　祥代／著 草思社 440.4

あした出会える野鳥100 柴田　佳秀／文 山と溪谷社 488.2

医者が「言わない」こと 近藤　誠／著 毎日新聞出版 490.4

メンタルを強くする食習慣 飯塚　浩／著 アチーブメント出版 493.7

運動を頑張らなくても腎機能がみるみる強まる食べ方大全 上月　正博／著 文響社 494.9

ヨガを楽しむ教科書 綿本　彰／著 ナツメ社 498.3

　 　 　 　

電車の顔図鑑　3 江口　明男／著 天夢人 536

71歳、年金月5万円、あるもので工夫する楽しい節約生活 紫苑／著 大和書房 590.4

メイクがなんとなく変なので
友達の美容部員にコツを全部聞いてみた

吉川　景都／著 ダイヤモンド社 595.5

うちのダンナがヤセません! ダイエットコーチEICO／著 扶桑社 595.6

annkoのごちそうおうちごはん annko／著 KADOKAWA 596

cotoの家族が喜ぶおうちごはん coto／[著] 宝島社 596

68歳、ひとり暮らし。きょう何食べる? 大庭　英子／著 家の光協会 596

捨てないレシピ 土居　純一／著 ぴあ株式会社関西支社 596

鶏むねダイエット最強たんぱく質レシピ150 エダジュン／著 主婦と生活社 596.3

おうちパン1年生の本 門間　みか／著 宝島社 596.6

お菓子教室tiroir最愛の焼き菓子 高吉　洋江／著 家の光協会 596.6

つるんと、のどごしのいいおやつ 中川　たま／著 文化学園文化出版局 596.6

ボクはやっと認知症のことがわかった 長谷川　和夫／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 598.4

赤ちゃんがぜ〜んぶ食べる!ベスト離乳食288 上田　玲子／監修 主婦の友社 599.3

はじめての離乳食完全ガイド 　 晋遊舎 599.3

フランス人の赤ちゃんは朝までひとりでぐっすり眠る レロちひろ／著 フォレスト出版 599.4

　 　 　 　

簡単DIYでできる花壇と寄せ植え 井上　まゆ美／著 主婦の友社 629.7

　 　 　 　

小早川秋聲旅する画家の鎮魂歌(レクイエム) 　 求龍堂 721.9

とびだせ!長谷川義史 長谷川　義史／著 求龍堂 726.6

トクサンTVが教える超守備講座 トクサン／著 KADOKAWA 783.7

トクサンTVが教える超バッティング講座 トクサン／著 KADOKAWA 783.7

≪自然科学≫

≪産業≫

≪芸術≫



書名 作者 出版社 請求記号

　 　 　 　

その言葉のおもしろルーツ 博学面白倶楽部／著 三笠書房 812

　 　 　 　

夏井いつきの「今日から一句」 夏井　いつき／著 第三文明社 911.3 ﾅﾂ

スマホになじんでおりません 群　ようこ／著 文藝春秋 914.6 ﾑﾚ

カルト宗教やめました。 たもさん／著 彩図社 916 ﾀﾓ

ラーゲリ 辺見　じゅん／原作 文藝春秋 916 ﾍﾝ

自閉症のぼくは書くことで息をする ダーラ・マカナルティ／著 辰巳出版 936 ﾏｶ

星の王子さまの大宇宙 椚山　義次／著 オクターブ 953.7 ｻﾝ

　 　 　 　

恋大蛇 今村　翔吾／著 祥伝社 B F ｲﾏ

狂う潮 佐伯　泰英／著 文藝春秋 B F ｻｴ

八丁越 佐伯　泰英／著 文藝春秋 B F ｻｴ

　 　 　 　

まっとうな人生 絲山　秋子／著 河出書房新社 F ｲﾄ

蹴れ、彦五郎 今村　翔吾／著 祥伝社 F ｲﾏ

夏物語 川上　未映子／著 文藝春秋 F ｶﾜ

チンギス紀　14 北方　謙三／著 集英社 F ｷﾀ 14

夜に星を放つ 窪　美澄／著 文藝春秋 F ｸﾎﾞ

君にさよならを告げたとき、愛してると思った。 小桜　菜々／著 スターツ出版 F ｺｻﾞ

筆のみが知る 近藤　史恵／著 KADOKAWA F ｺﾝ

六つの村を越えて髭をなびかせる者 西條　奈加／著 PHP研究所 F ｻｲ

婿どの相逢席 西條　奈加／著 幻冬舎 F ｻｲ

道 白石　一文／著 小学館 F ｼﾗ

看守の信念 城山　真一／著 宝島社 F ｼﾛ

嫌われ者の矜持 新堂　冬樹／著 光文社 F ｼﾝ

先祖探偵 新川　帆立／著 角川春樹事務所 F ｼﾝ

365日、君をずっと想うから。 SELEN／著 スターツ出版 F ｾﾚ

教育 遠野　遙／著 河出書房新社 F ﾄｵ

小さき王たち　第1部 堂場　瞬一／著 早川書房 F ﾄﾞｳ 1

小さき王たち　第2部 堂場　瞬一／著 早川書房 F ﾄﾞｳ 2

作家刑事毒島の嘲笑 中山　七里／著 幻冬舎 F ﾅｶ

こいごころ 畠中　恵／著 新潮社 F ﾊﾀ

菜の花の道 藤原　緋沙子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾌｼﾞ

その本は 又吉　直樹／著 ポプラ社 F ﾏﾀ

岬　上巻 まつ　はじめ／著 幻冬舎メディアコンサルティング F ﾏﾂ 1

よって件のごとし 宮部　みゆき／著 KADOKAWA F ﾐﾔ

　 　 　 　

ぺんたと小春の腹がたつなぞなぞ ペンギン飛行機製作所／製作 サンマーク出版 31.7

日本の歴史　1～20 　 講談社 210.1

日本の歴史　別巻[1] 　 講談社 210.1

渋沢栄一 鹿島　茂／監修 講談社 289.1

おしごと年鑑　2022 　 朝日新聞社 366.29

宇宙ってそういうことだったのか!図鑑 縣　秀彦／監修 アスコム 440

スカイブック アンナ・クレイボーン／文 誠文堂新光社 440

ブラックホールってなんだろう? 嶺重　慎／文 福音館書店 443.5

こども気象学 隈　健一／監修 新星出版社 451

のぞく図鑑穴 宮田　珠己／編・著 小学館 454.6

はまったら抜けだせない!?食虫植物 石倉　ヒロユキ／編著 岩崎書店 471.7

すごい毒の生きもの図鑑 船山　信次／監修 中央公論新社 481.9

里山の生き物図鑑 　 学研プラス 482.1

どっちが強い!?ミズダコvsノコギリエイ スライウム／ストーリー KADOKAWA 484.7

≪語学≫

≪文学≫

≪文庫≫

≪日本の小説≫

≪児童書　知識≫



書名 作者 出版社 請求記号

　 　 　 　

草はらをのぞいてみればカヤネズミ ゆうき　えつこ／文 小学館 489.4

しんかんせん・でんしゃ 講談社ビーシー／編 講談社ビーシー 536

バットで冷やすだけさわやかデザート 宮沢　うらら／著 汐文社 596.6

食糧危機のサバイバル ゴムドリco.／文 朝日新聞出版 611.3

めざせ鉄道博士!日本全国鉄道路線地図 地理情報開発／編 永岡書店 686.2

鉄道写真をはじめよう! 福園　公嗣／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 743.5

どの本よりわかりやすい!
おもしろしかけの貯金箱

寺西　恵里子／[著] ブティック社 750

脚本家が教える読書感想文教室 篠原　明夫／著 主婦の友社 816

　 　 　 　

ちいさな宇宙の扉のまえで いとう　みく／作 童心社 F ｲﾄ

がっこうのおばけずかん 斉藤　洋／作 講談社 F ｻｲ

かいけつゾロリにんじゃおばけあらわる! 原　ゆたか／さく・え ポプラ社 F ﾊﾗ

トラからぬすんだ物語 テェ・ケラー／作 評論社 933.7 ｹﾗ

　 　 　 　

3びきのこぶた いもとようこ／文・絵 岩崎書店 E ｲﾓ

7ひきのこやぎ いもとようこ／文・絵 岩崎書店 E ｲﾓ

あかずきん いもとようこ／文・絵 岩崎書店 E ｲﾓ

うらしまたろう いもとようこ／文・絵 岩崎書店 E ｲﾓ

おむすびころりん いもとようこ／文・絵 岩崎書店 E ｲﾓ

おやゆびひめ いもとようこ／文・絵 岩崎書店 E ｲﾓ

かぐやひめ いもとようこ／文・絵 岩崎書店 E ｲﾓ

きんたろう いもとようこ／文・絵 岩崎書店 E ｲﾓ

さるかに いもとようこ／文・絵 岩崎書店 E ｲﾓ

つるのおんがえし いもとようこ／文・絵 岩崎書店 E ｲﾓ

ねずみのすもう いもとようこ／文・絵 岩崎書店 E ｲﾓ

はだかのおうさま いもとようこ／文・絵 岩崎書店 E ｲﾓ

はなさかじいさん いもとようこ／文・絵 岩崎書店 E ｲﾓ

ブレーメンのおんがくたい いもとようこ／文・絵 岩崎書店 E ｲﾓ

へんてこはやくちことば 新井　洋行／作・絵 小峰書店 E ｱﾗ

べろべろばあ 新井　洋行／作・絵 KADOKAWA E ｱﾗ

ショートケーキになにのせる? おおの　こうへい／さく・え PHP研究所 E ｵｵ

カブとんクワたん 岡村　茂／作・絵 永岡書店 E ｵｶ

のせのせせーの! 斉藤　倫／文 ブロンズ新社 E ｸﾉ

ドーナツペンタくん 柴田　ケイコ／著 白泉社 E ｼﾊﾞ

かくれねこ shimizu／作・絵 幻冬舎 E ｼﾐ

かみなり 武田　康男／監修・写真 岩崎書店 E ﾀｹ

トーマス、にっぽんへやってくる ウィルバート・オードリー／原作 ポプラ社 E ﾄｼ

すけすけのりもの なかしま　じゅんこ／作 偕成社 E ﾅｶ

トイレトイレ 西村　敏雄／作 小学館 E ﾆｼ

ノラネコぐんだんおかしなさがしえブック 工藤　ノリコ／原作 白泉社 E ﾉﾗ

パリングリンドーン 劇団ひとり／著 マガジンハウス E ﾊﾟﾘ

え?ガオー! ひらぎ　みつえ／作 ほるぷ出版 E ﾋﾗ

ころりん・ぽい! ひらぎ　みつえ／作 ほるぷ出版 E ﾋﾗ

にらめっこしましょ むっしっし よこた　いくこ／ぶん 金木犀舎 E ﾖｺ

　 　 　 　

長崎県対馬市所在光来版経調査報告書 横内　裕人／編 京都府立大学文学部歴史学科 L 216.2

≪児童書　知識≫

≪児童書　読み物≫

≪絵本≫

≪郷土資料≫


