
おはなし会（会場：中央館）       ０～２歳くらい（11:00～）            ３歳くらいから（14:00～） 

休館日       中央館  犀川・勝山館  ●全館

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

  

 

1 危険なビーナス 東野圭吾 41回 

2 望み 雫井脩介 38回 

3 罪の声 塩田武士 31回 

4 朝が来る 辻村深月 27回 

 少年と犬 馳星周 27回 

6 クスノキの番人 東野圭吾 25回 

 魔力の胎動 東野圭吾 25回 

1 クスノキの番人 東野圭吾 23回 

2 少年と犬 馳星周 21回 

3 流浪の月 凪良ゆう 16回 

4 心淋し川 西條奈加 13回 

5 カケラ 湊かなえ 10回 

 ブラック・ショーマンと 

名もなき町の殺人 

東野圭吾 10回 

7 きたきた捕物帖 宮部みゆき 9回 
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みやこ町図書館だより 

ふくろうの森通信 （発行：２０２１年７月１日 第 103号） 

       

       

７月号 

■『ひきなみ』 千早茜(著) KADOKAWA ■『臨床の

砦』 夏川草介(著) 小学館 ■『満天の花』 佐川光晴

(著) 左右社 ■『非弁護人』 月村了衛(著) 徳間書店 

■『カード師』 中村文則(著) 朝日新聞出版 ■『星落

ちて、なお』 澤田瞳子(著) 文藝春秋  ■『ヒポクラテ

スの悔恨』 中山七里(著) 祥伝社 ■『なぜ秀吉は』 門

井慶喜(著) 毎日新聞出版 ■『レッドネック』 相場英

雄(著) 角川春樹事務所 ■『吉宗の星』 谷津矢車(著) 

実業之日本社 ■『赤の呪縛』 堂場瞬一(著) 文藝春秋  

■『空の王』 新野剛志(著) 中央公論新社 ■『キネマ

の天使』 赤川次郎(著) 講談社  

 

 

 

 

 

  

■『本屋大賞 2021』 本の雑誌編集部(編) 本の雑誌

社 ■『隈研吾建築図鑑』 宮沢洋(画・文) 日経 BP 

■『本番であがらない最高の方法がある。』 篠原広美

(監修) 旺文社 ■『散歩で見つける薬草図鑑』 指田

豊(監修) 家の光協会  ■『戦争というもの』 半藤

一利(著) PHP 研究所 ■『奇界遺産 3』 佐藤健寿

(編著) エクスナレッジ ■『お医者さんが薦めるお

いしい減塩レシピ』 大塚亮(著) 三空出版 ■『小柄

な大人の春夏秋冬ベーシックスタイル手帖』 石岡真

実(著) 扶桑社 ■『岸惠子自伝』 岸惠子(著) 岩波

書店 ■『フルーツサンド本』 昭文社  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

《小説》 《その他》 
新刊案内

◆令和２年度貸出・予約ベスト◆ 
貸出 予約 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休館日      中央館：毎週火曜日    犀川・勝山館：毎週月曜日   全館：毎月最終木曜日 

開館時間    全館 10:00～18:00   

みやこ町中央図書館 ☎33-1040   みやこ町犀川図書館 ☎42-3330   みやこ町勝山図書館 ☎32-3455 

 

 

図書館員おすすめの本 

『ロスト・シティ・レディオ』 

ダニエル・アラルコン(著) 藤井 光(訳) 

新潮社(2012) 

内戦での行方不明者捜索番組「ロス

ト・シティ・レディオ」。パーソナリ

ティのノーマを訪ねて来た少年が持

つリストに、探していた彼女の夫の

名前があった。人々の心情と戦争の

恐ろしさが交差する物語。［K］ 

『本バスめぐりん。』 

大崎 梢(著) 東京創元社 (2016) 

 
 移動図書館車「めぐりん」の新人運

転手テルさんと図書館司書のウメち

ゃん。今日も本を載せて市内１６ヶ所

を廻ります。そこで出会う利用者と本

の心温まるおはなしです。[ま] 

 

 

［ま］                    
『贖罪の奏鳴曲』 

中山 七里（著）    講談社(2011) 

 
どんな罪でも執行猶予や減刑、時

には無罪を勝ちとる辣腕弁護士の

御子柴礼二。だがその成功報酬は高

額なため悪名も高い。そんな彼には

少年犯罪の過去があった・・・。御

子柴シリーズ第一弾です。［青］ 

 

『天離り果てる国』 上・下 

宮本 昌孝（著）  ＰＨＰ研究所（2020） 

 飛騨国白川郷・帰雲城の姫と、信長が

目をかけた若武者の運命的な出会いの

行方は･･･。 

小国が生き残りをかけた、戦乱の時代

背景と登場人物達の魅力度がピカイチ

に描かれた、とっておきの物語。［Ｓ］                    

『つまらない住宅地のすべての家』 

津村 記久子(著) 双葉社(2021) 

とある町の住宅地。女性受刑者が刑

務所から脱走した事件をきっかけに、

それぞれの家が抱える問題が発覚す

る。物語が進むごとに、住民と住民の

関係性が変化していくのが面白い。           

                [はりねずみ] 

  

『草木鳥鳥文様』 

  梨木 香歩(著/文) ユカワ アツコ(イラスト) 

長島 友里恵(写真) 福音館書店(2021) 

 

四季の野鳥や植物をめぐる美し 

いエッセイ。古い箪笥の引き出し 

に描かれた絵。その絵を日常に連 

れ出し撮影した写真。不思議とし 

っくりとなじむ。三者の融合がす 

ばらしく、コロナ禍に自然を感 

じることが出来る本です。［とよ］ 

 

新型コロナウイルスの収束が見通せない中、いよいよ東京オリンピック

(7/23～8/8)が開幕?!されるとのこと。やっぱり、ここはステイホーム観戦とい

きましょうか。どうか無事に終わりますように…。      [はりねずみ] 

 

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784062173773
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784569847603

