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　　　　　　　 「瓢箪から人生」

　　　　　　 夏井  いつき 著　　小学館

　

　　　　夏井さんがこれまでの人生で　　

　　　　出会った忘れ得ぬ人たちを綴っ

　　　　た全45編のエッセイを収録。

どの一編も、俳人ならではの観察眼と

夏井さんらしいユーモアが詰まってい

て深い余韻が心に沁みる――。

(2022年9月図書室調べ)

           

     　　 癒しと驚きが共存する水中

　　　　　景観を、美麗な写真でめぐ

る旅。知的好奇心を刺激する、空間

美を楽しむ新しい水族館ガイド！

    　　　「夜ふけに読みたい
　　　　　　はじまりのイソップ物語」

         　　　　イソップ 著　　平凡社

      　　人気の海外民話シリーズ「夜ふ

けに読みたいおとぎ話」第7弾はイソッ

プ童話。おなじみアーサー・ラッカムの

美しい挿絵とともに、イソップの世界へ。

    　　「小説　すずめの戸締まり」

      　 新海 誠 著　　KADOKAWA

　

   　　　17歳の岩戸鈴芽は、ある日美し

　　　　 い青年とすれ違った。彼は“扉”

を探しているらしい。彼を追って山中に

進むと、そこにあったのは古ぼけた白

い扉だけ。何かに引き寄せられるよう

に、鈴芽はその扉に手を伸ばすが…。

「夜に星を放つ」
窪　美澄 著　文藝春秋

「80歳の壁」
和田 秀樹 著　幻冬舎

「蹴れ、彦五郎」
今村 翔吾 著　祥伝社

「あきない世博 金と銀 １３」
高田 郁 著

角川春樹事務所

「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

第167回
直木賞
受賞作

すずめ

           「日本の美しい水族館」

     　 　　　銀鏡　つかさ 写真・文　

　　　　　　　　　　エクスナレッジ

◎１０月イベント情報

＊「町民大学」
　～毎日がもっと楽しくなる図書室活用講座～
10/30(日)　午前の部　10時～　午後の部 １時～
　　　場所：京丹波町役場２F　　対象：町内在住・在勤者　

＊「和楽器おはなし会『絵本と音楽』」
１０/９(日)午前１０時30分～　場所：京丹波町役場２F

＊「おはなし会」（乳幼児向け）
１０/２１(金)午前１０時30分～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所：中央公民館図書室

＊「音読の会」
１０/27(木)午後１時30分～　
　　　　　　　　　　　　場所：和知ふれあいセンター図書室

※詳しくはチラシ等をご確認ください
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新しい本が入りました！

　　　　　　　　書名 　　　　著者 　　　出版社 請求記号

《哲学》

知りたいことがわかる!
IT&ICTキーワード図鑑

IT&ICT研究会／著 ナツメ社 007

「名著」の読み方 秋満　吉彦／著
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

019.1

「静かな人」の戦略書 ジル・チャン／著 ダイヤモンド社 141.9

限りある時間の使い方 オリバー・バークマン／著 かんき出版 159

《歴史》

世界時空の歴史大図鑑
トンマーゾ・
マイオレッリ／著

西村書店 204

地形と地理でわかる京都の謎 青木　康／著 宝島社 216.2

偉人メシ伝 真山　知幸／著 笠間書院 280.4

しまずかん こにし　けい／著 講談社 291

《社会科学》

年収300万円FIRE 山口　貴大／著 KADOKAWA 338.1

コミュニケーション大全 鴨頭　嘉人／著 鴨ブックス 361.4

不条理な会社人生から自由になる方法 橘　玲／著 日本ヴォーグ社 366

90歳になっても、楽しく生きる 樋口　恵子／著 大和書房 367.7

CD・QR音源付ですぐに使える!
高齢者のための音楽レクリエーション

武知　治樹／監修
メイツユニバーサル
コンテンツ

369.2

ルポ誰が国語力を殺すのか 石井　光太／著 文藝春秋 372.1

《自然科学》

空の見つけかた事典 武田　康男／著 山と溪谷社 451

化石の復元、承ります。 木村　由莉／監修 ブックマン社 457.8

恐竜超世界IN JAPAN 植田　和貴／著
日経ナショナル
ジオグラフィック

457.8

きらわれ虫の真実 谷本　雄治／著
太郎次郎社
エディタス

486

早期発見+早期ケアで怖くない隠れ認知症 旭　俊臣／著
幻冬舎メディア
コンサルティング

493.7

不調が消えるたったひとつの水飲み習慣 森下　克也／著 宝島社 498.3

《工学》

エコな毎日 中嶋　亮太／著 翔泳社 590

いっしょにあそぼう
フェルトでつくるおままごと

1Flower*綾子／著 日本ヴォーグ社 594

「酢」のレシピ 有元　葉子／著 東京書籍 596

京都のおばあちゃんたちに聞いた
100年後にも残したいふるさとレシピ100

大和書房編集部／編 大和書房 596.2

《産業》

農家が教えるわくわくマメつくり 農文協／編 農山漁村文化協会 616.7

けなげな野菜図鑑 稲垣　栄洋／監修 エクスナレッジ 626

はじめてでも失敗しない花づくりの基本100 古賀　有子／監修 主婦の友社 627

病気と害虫を防ぐ 草間　祐輔／著 NHK出版 627.1

長く楽しむお部屋の植物 境野　隆祐／著 日東書院本社 627.8

お客を捨てる勇気 中谷　嘉孝／著
クロスメディア・
パブリッシング

673

60歳からのひとり旅鉄道旅行術 松本　典久／著 天夢人 686.5



　　　　　　　　書名 　　　　著者 　　　出版社 請求記号

《芸術》

nanahoshiの大人かわいいおりがみ たかはし　なな／著 主婦の友社 754.9

図鑑世界の作曲家 DK社／編 東京書籍 762.8

やさしく楽しく吹けるオカリナの本
いつまでも大切にしたい名曲編

ケイ・エム・ピー 763.7

甲子園と令和の怪物 柳川　悠二／著 小学館 783.7

甲子園に行くのが夢だった 松坂　大輔／監修 飛鳥新社 783.7

中学野球部の教科書 大利　実／著 カンゼン 783.7

野球の子 かみじょう　たけし／著 二見書房 783.7

《言語》

朝日新聞記者の書く力 真田　正明／著 さくら舎 816

《文学》

日本古典と感染症 ロバート キャンベル／編著 KADOKAWA 910.2 ｷｬ

名歌、名句の美 武馬　久仁裕／著 名古屋：黎明書房 911.3 ﾌﾞﾏ

そして誰もゆとらなくなった 朝井　リョウ／著 文藝春秋 914.6 ｱｻ

老いて華やぐ 瀬戸内　寂聴／著 文藝春秋 914.6 ｾﾄ

あした何着よう 林　真理子／著 マガジンハウス 914.6 ﾊﾔ

うつには祖母がよく効きます こうの　みさと／著 旬報社 916 ｺｳ

三体X 宝樹／著 早川書房 923.7 ﾊﾞｵ

《文庫》

ジャポニスム謎調査 一色　さゆり／著 双葉社 B F ｲｯ

珈琲店タレーランの事件簿　8 岡崎　琢磨／著 宝島社 B F ｵｶ 8

死刑にいたる病 櫛木　理宇／著 早川書房 B F ｸｼ

御留山 佐伯　泰英／著 文藝春秋 B F ｻｴ

小説すずめの戸締まり 新海　誠／著 KADOKAWA B F ｼﾝ

あきない世傳金と銀　13 高田　郁／著 角川春樹事務所 B F ﾀｶ 13

《日本の小説》

いつもの木曜日 青山　美智子／著 宝島社 F ｱｵ

マイ・プレゼント 青山　美智子／著 PHP研究所 F ｱｵ

終活中毒 秋吉　理香子／著 実業之日本社 F ｱｷ

夜の道標 芦沢　央／著 中央公論新社 F ｱｼ

ぼくらに噓がひとつだけ 綾崎　隼／著 文藝春秋 F ｱﾔ

陽だまりの果て 大濱　普美子／著 国書刊行会 F ｵｵ

見習医ワトソンの追究 鏑木　蓮／著 講談社 F ｶﾌﾞ

アナベル・リイ 小池　真理子／著 KADOKAWA F ｺｲ

旅立ちの日に 清水　晴木／著 中央公論新社 F ｼﾐ

腹を割ったら血が出るだけさ 住野　よる／著 双葉社 F ｽﾐ

祈りのカルテ　2 知念　実希人／著 KADOKAWA F ﾁﾈ 2

N/A 年森　瑛／著 文藝春秋 F ﾄｼ

殺人者の白い檻 長岡　弘樹／著 KADOKAWA F ﾅｶﾞ

汝、星のごとく 凪良　ゆう／著 講談社 F ﾅｷﾞ

レッドゾーン 夏川　草介／著 小学館 F ﾅﾂ

財布は踊る 原田　ひ香／著 新潮社 F ﾊﾗ

ウクライナにいたら戦争が始まった 松岡　圭祐／著 KADOKAWA F ﾏﾂ

#真相をお話しします 結城　真一郎／著 新潮社 F ﾕｳ



　10/９(日)　午前10時30分～午前１１時３０分
　場所：京丹波町役場２階　大会議室
　対象：どなたでも

　プログラム　一部：読み聞かせ　　二部：音楽会
　　　　　　　　　琴や篠笛の演奏があります♪
　　　　　　問合せ ☎0771-82-3850(「こだち図書コーナー」)

こだち図書イベント
こどもも大人も楽しめる！ 「絵本と音楽」 主催：京丹波町教育委員会

　　　　　　　　書名 　　　　著者 　　　出版社 請求記号

《児童　知識》

たのしい日曜工作集 公楽　工暉／著 誠文堂新光社 K 592 ｺ

図書館たんけん　1 藤田　利江／監修 国土社 010

366日の感動物語 木平　木綿／編 学研プラス 204

「ヒロシマ消えたかぞく」のあしあと 指田　和／著 ポプラ社 210.7

SDGsのサバイバル 韓　賢東／絵 朝日新聞出版 333.8

つくって役立つ!防災工作 プラス・アーツ／監修 学研プラス 369.3

なんで勉強するんだろう? 齋藤　孝／著 幻冬舎 375

どっちが強い!?X　12　
恐竜キッドをたおせ！

エアーチーム／マンガ KADOKAWA 404

学校勝ちぬき戦・実験対決 (42)
 『重力と無重力の対決』

洪　鐘賢／絵 朝日新聞出版 407

恐竜 小林　快次／監修 KADOKAWA 457.8

命のものさし 今西　乃子／著 合同出版 461.1

最強の城へタイムワープ フルカワ　マモる／マンガ 朝日新聞出版 521.8

新幹線・特急レジェンド123 広田　尚敬／写真 講談社 536.5

《児童　読み物》

アンバースデー　上・下 リズ・ブラスウェル／著 学研プラス 933.7 ﾌﾞﾗ

坂の上のパン屋さん 尾崎　美紀／作 文研出版 F ｵｻﾞ

ミステリー部が謎を解かせてもらえない ささき　かつお／著 PHP研究所 F ｻｻ

消えた図書室 西村　友里／作 学研プラス F ﾆｼ

星屑すぴりっと 林　けんじろう／著 講談社 F ﾊﾔ

ガリレオの事件簿　1 東野　圭吾／著 文藝春秋 F ﾋｶﾞ 1

ほねほねザウルス　26
カバヤ食品株式会社
　／原案・監修

岩崎書店 F ﾎﾈ 26

キャベたまたんてい
おとぎ世界でじけんはっせい!?

三田村　信行／作 金の星社 F ﾐﾀ

《絵本》

給食室のいちにち 大塚　菜生／文 少年写真新聞社 E ｲｼ

いろんなのりものどうなってるの? and EIGHT／作 交通新聞社 E ｲﾛ

でんしゃがとおりまーす! オームラ　トモコ／著
世界文化ワンダー
クリエイト

E ｵﾑ

カレーライス 小西　英子／作 福音館書店 E ｺﾆ

しりとりしましょ! さいとう　しのぶ／著 リーブル E ｻｲ

ジュラシック・ワールドきょうりゅうをさがせ! 講談社 E ｼﾞｭ

くら寿司のおすしまんぷくさがしっこ せいらん／絵 KADOKAWA E ｾｲ

うみにかくれているのはだれかな? ソニア・バレッテイ／イラスト
パイインター
ナショナル

E ﾊﾞﾚ

へんしん うみのいきもの 三浦　太郎／作 ほるぷ出版 E ﾐｳ

どのいろがすき? アドリア・メザーブ／絵 岩崎書店 E ﾒｻﾞ

ひっぱってだーれだ? トリスタン・モリ／作
パイインター
ナショナル

E ﾓﾘ

《郷土資料》

岩崎革也宛書簡集　Ⅱ・Ⅳ 南丹市立文化博物館／編集 南丹市立文化博物館 L 289.1 ﾅ 

岩崎革也宛書簡　（解説編） 南丹市立文化博物館／編集 南丹市立文化博物館 L 289.1 ﾅ

句歌集　みずほ　第五十七号～第五十九号 みずほ句歌会 L 911.3 57


