
　貸出中のものは予約していただけます。インターネットでの予約もできます。
　詳しくはお問い合わせください。

 図書館に新しく入った本をご紹介します。

令和元年１２月２０日発行
豊能町立図書館

光風台5-1-2 ℡738-3304

中央公民館図書室

余野26 ℡739-3429

ホームページアドレス http://www.town.toyono.osaka.jp/library/

ＮO．２３１

勿忘草（わすれなぐさ）の咲く町で

夏川 草介 著

KADOKAWA

八ケ岳南麓の高原で暮らす都会からの移住

者たち。ある朝、蛇口から流れる水が薄茶色

に変じていた。それをきっかけに、彼らの日常

が徐々に崩壊していき…。社会問題化しつつ

ある過剰採水の問題に真っ向から切り込む

社会派小説。

M

ナツ

サイレント・ブルー

樋口 明雄 著

光文社

命の尊厳とは何か? 高齢の患者が多い地方

の小規模病院で、答えのない問いに必死で向

き合う若き研修医と看護師の奮闘を描いた連

作短編集。『小説野性時代』掲載に書き下ろし

を加えて書籍化。

M

ヒグ

資本主義と闘った男

宇沢弘文と経済学の世界

講談社

世界から称賛された気鋭の数理経済学者

は、なぜ突然「長い沈黙」に入ったのか。経

済学の発展に寄与しながら、なぜ経済学を

批判するようになったのか。「人々が平和に

暮らせる世界」を追求した宇沢弘文の激動

の生涯を描く。

289

ウザ

図説世界の神話伝説怪物百科

テリー・ブレヴァートン 著
日暮 雅通 訳

原書房

ワラキア公ヴラド3世、ニコラ・テスラ、ウロボロ

ス、さまよえるオランダ船…。世界中に伝わる

奇人・怪物伝説から、魔物の目撃譚、不可解

な歴史まで、「この世の不思議」を集成。多数

の図版、詳細索引も掲載。

更科 功 著

ダイヤモンド社

生物とは何か、生物のシンギュラリティ、動

く植物、大きな欠点のある人類の歩き方、

遺伝のしくみ、がんは進化する…。最新の

知見を、親切に、ユーモアたっぷりに、ロマ

ンティックに語る生物学の講義。

460

バッキンガム宮殿
ロイヤル・アンティーク・コレクション

アシュリー・ヒックス 著

ダコスタ吉村花子 訳

グラフィック社

英国最盛期の様式が凝縮したバッキンガム宮

殿。そのオフィシャルな空間を写真と解説で生

き生きと描き出す。ヨーロッパの傑作調度品や

バロック絵画を中心とした名画の数々と、建築

界の巨匠らによる壮麗な内装との融合は圧巻。

523

佐々木 実 著

388

若い読者に贈る美しい生物学講義

感動する生命のはなし



書名 著者名 出版社

Ｍ アサ 色彩 阿佐 元明 筑摩書房

Ｍ アサ グッドバイ 朝井 まかて 朝日新聞出版

Ｍ ウサ かか 宇佐見 りん 河出書房新社

Ｍ オガ 約束された移動 小川 洋子 河出書房新社

Ｍ オン 歩道橋シネマ 恩田 陸 新潮社

Ｍ カタ 世界が僕らを嫌っても 片山 恭一 河出書房新社

Ｍ カド 自由は死せず 門井 慶喜 双葉社

Ｍ サイ せき越えぬ 西條 奈加 新潮社

Ｍ シン 犯人は、あなたです 新堂 冬樹 河出書房新社

Ｍ スガ 荒城に白百合ありて 須賀 しのぶ KADOKAWA

Ｍ タカ 大天使はミモザの香り 高野 史緒 講談社

Ｍ トオ 改良 遠野 遙 河出書房新社

Ｍ ヒガ 小さな場所 東山 彰良 文藝春秋

Ｍ フジ ブルーブラッド 藤田 宜永
よしなが

徳間書店

Ｍ マリ 坂の上の赤い屋根 真梨 幸子 徳間書店

Ｍ ミヨ 幽玄の絵師 三好  昌子 新潮社

Ｍ ムラ 変半身(かわりみ) 村田 沙耶香 筑摩書房

Ｍ モロ 別れの季節 諸田 玲子 新潮社

総
記 007 ＡＩの時代と法 小塚 荘一郎

岩波書店
(岩波新書)

哲
学 147 絶対に出る世界の幽霊屋敷 ロバート・グレンビル

日経ナショナルジオグラフィック
社

歴
史 290 一度死んだ僕の、車いす世界一周 三代  達也 光文社

332 日本経済３０年史 山家 悠紀夫
岩波書店
(岩波新書)

387 猫神さま日和 八岩
やついわ

 まどか 青弓社

分類

日
本
の
小
説

社
会
科
学



460 生物  生命の謎に迫る旅 トム・ジャクソン　編 丸善出版

493.9 小児科医ママとパパの やさしい予防接種ＢＯＯＫ 森戸 やすみ 内外出版社

498 ６０分でわかる！ＡＩ医療&ヘルスケア最前線 三津村 直貴 技術評論社

498.5 血糖値を上げない肉食で糖質オフ大成功！ 江部 康二　監修 KADOKAWA

594 心躍る立体クリスマス刺しゅう アップルミンツ

596 にっぽんの子ども食 沙和花 草土出版

627 小さな緑の世界テラリウムをつくろう ミシェル・インシアラーノ 草思社

645 あなたの猫が７歳を過ぎたら読む本 山本 宗伸　監修 東京新聞

709 世界遺産ガイド  日本編２０２０改訂版 古田 陽久
シンクタンクせとうち
総合研究機構

726 横山光輝「三国志」大百科 潮出版社コミック編集部　編集 潮出版社

728 美しいかなのお手本 川邊
かわべ

  尚風
しょうふう

知道出版

766 まとめてわかる！ドイツ・オペラの名曲 井形 ちづる 音楽之友社

778 こんな雨の日に 是枝 裕和 文藝春秋 

799 フラが踊れる対訳本 神保 滋　訳著 文踊社

911.3 イナ 俳句を愛するならば 稲畑 汀子
ていこ

NHK出版

916 マエ パパは女子高生だった 前田 良 明石書店

936 ガル ガール・コード ソフィー・ハウザー他 Pヴァイン

942 ハン アランフエスの麗しき日々 ペーター・ハントケ 論創社

953 デユ 本当の人生 アドリーヌ・デュドネ 東京創元社

989 トカ 昼の家、夜の家 オルガ・トカルチュク 白水社

E イケ ドイツ職人紀行 池内 紀
おさむ

東京堂出版

E キン ドナルド・キーンの東京下町日記 ドナルド・キーン 東京新聞

自
然
科
学

芸
術

文
学

エ
ッ
セ
イ

技
術

産
業



３０の神品 江坂  遊 扶桑社

谷中の街の洋食屋 紅らんたん 濱野  京子 ポプラ社

惜櫟荘
せ き れ き そ う

の四季 佐伯 泰英
岩波書店
(岩波現代文庫)

01
１３歳からの「身になる読書術」
探し方・読み方がわかる本 大居 雄一

メイツユニバーサル
コンテンツ

507 すごいぞ！はたらく知財 内田 朋子 晶文社

726 はぐれくん、おおきなマルにであう シェル・シルヴァスタイン あすなろ書房

83 英語、苦手かも…？と思ったときに読む本 デイビッド・セイン 河出書房新社

90 恋って何ですか？ 河出書房新社　編 河出書房新社

Ｍ イノ あたしたち、海へ 井上 荒野 新潮社

※ この案内は図書館に新しく入ってきた本のうちの主なものをご紹介しています。
　　ご紹介する本が『新刊』でない場合や、新しく入ってきた本でも掲載されていない場合があります。

テ
ィ
ー
ン

出典：（株）図書館流通センター　　

文
学

文庫

文庫

文庫

お揃いで作りたい手編みのわんこ服

犬に合わせてサイズ調整できるかぎ針、棒針の編み方

スマホで旅行写真コツと裏ワザ

もっときれいに撮れる！

ファンタジーの世界地図

ムーミン谷からナルニア国、ハリー・ポッターまで

ぼけますから、

よろしくお願いします。

日本文芸社 編 庄子 利男 著

ヒュー・ルイス=ジョーンズ 編

栗原 紀子 訳

信友 直子 著

お花模様のセーター、模様編みポンチョ、

段染め糸のセーター、チェック柄フード付き

ポンチョ、わんこ模様のセーター…。手編み

で作るわんこのニット服を紹介。お揃いの

飼い主のニット帽やミトンなども掲載する。

スマホカメラの基本的な操作方法や、プロ

が写真を撮るときに使っているテクニック

について、実際に旅行で撮りたいシーンを

例に解説する。知っておくと便利なスマホ

カメラ機能も紹介する。

作家が作品に掲載した地図、作品のヒントとなっ

た名作地図、執筆中にスケッチしていた地図、クリ

エイターが製作した映画やテレビ作品に登場する

架空の土地の地図…。「地図」をテーマにファンタ

ジーを語るビジュアル書籍。

85歳の母に認知症診断、93歳の父が初の

家事に挑む!? 彼らの娘であり、同名ドキュ

メンタリー映画を監督・撮影した著者が、認

知症介護に直面した家族のリアルを綴る。

日本文芸社 青春出版社

東京堂出版
新潮社

746

902 916

ノブ

594


