
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

 

 

※開館日やイベントなどは、新型コロナウイルスの流行状況により、変更・中止となる場合があります。 

  最新の情報はホームページをご確認ください。 
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みやこ町図書館だより 

ふくろうの森通信 （発行：２０２２年２月１日 第 1１０号） 

２月号 

■『マンモスの抜け殻』 相場英雄(著) 文藝春秋 ■『薔

薇色の門 誘惑』 遠藤周作(著) 河出書房新社 ■『１

１の秘密』 大崎梢(著) ポプラ社 ■『吾妻おもかげ』 

梶よう子(著) KADOKAWA ■『答えは風のなか』 重

松清(著) 朝日出版社 ■『古道具おもかげ屋』 田牧大

和(著) ポプラ社 ■『黄金旅程』 馳星周(著) 集英社 

■『滅私』 羽田圭介(著) 新潮社  ■『ラストツアー』 

原宏一(著) 祥伝社 ■『にっこり、洋食』 江國香織［ほ

か］(著) 河出書房新社 ■『新しい考え』 吉本ばなな

(著) 幻冬舎  

 

■『ギネス世界記録 2022』 クレイグ・グレンディ

(編) 角川アスキー総合研究所 ■『自己肯定感とい

う呪縛』 榎本博明(著) 青春出版社 ■『地図でスッ

と頭に入る縄文時代』 山田康弘(監修) 昭文社 ■

『米中戦争』 宮家邦彦(著) 朝日新聞出版 ■『すば

らしい人体』 山本健人(著) ダイヤモンド社 ■『た

だしい暮らし、なんてなかった。』 大平一枝(著) 平凡

社 ■『リュウジ式至高のレシピ』 リュウジ(著)  ラ

イツ社 ■『まるありがとう』 養老孟司(著)  西日本

出版社 

 

 

 

 

 

 

 

  

《小説》 《その他》 

新しい DVD・CD入りました！ 

新刊案内

            

■『寝る１時間前から聞く快眠クラシック』 辻本玲/[ほ

か](演奏)  ■『This is 嵐』 嵐(歌) ■『ロング・バ

ケイション』 大滝詠一(歌) ■『存在理由』 さだまさ

し(演奏) ■『LEO-NiNE』 LiSA(歌) ■『ジョーデ

ィ』 マルーン５(演奏)  ■『ボサノヴァと過ごすおう

ち時間』 キャノンボール・アダレイ/[ほか](演奏) ■

『ハラミ定食 DX』 ハラミちゃん(演奏)  ■『NHK み

んなのうた６０』 本田路津子/[ほか](うた) ■『心に

ひびく日本語の手紙』 江守徹(朗読)   

  

 

 

 

 

 

 

  

■『今日から俺は！！』 福田雄一(脚本,監督) ■『フ

ァーストラブ』 堤幸彦(監督) ■『るろうに剣心 京

都大火編』 大友啓史(監督) ■『カンフー・ヨガ』 ス

タンリー・トン(監督,脚本) ■『ノマドランド』 クロ

エ・ジャオ(監督) ■『８２年生まれ、キム・ジヨン』 

キム・ドヨン(監督) ■『アナと雪の女王２』 クリス・

バック(監督)  ■『天気の子』 新海誠(原作,脚本,監督)  

■『みんなの認知症予防ゲーム』 ■『波音サラウンド』  

■『となりのシムラ』１・２ 志村けん（出演） 

 

 

 

 

 

 

  

《DVD》 《CD》 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

【編集後記】 

落ち着いたかに見えた新型コロナウイルスがまた猛威を

振るっています。図書館も休館となり、利用者の皆様には

ご不便をおかけいたしますが、ご協力をお願い致します。

中央図書館では、予約資料の貸出を行っておりますので、

おうち時間にご活用ください。       【Ｍａ】 

 

みやこ町図書館ホームページ 

『子のない夫婦とネコ』  群 ようこ(著)  

             幻冬舎(2021) 

子どものいない夫婦が猫中心の生活

になったり、離婚した独り身の中年

男が、犬との生活で生き甲斐を見つ

けたり…犬や猫を飼うことで、生活

や人生が少しずつ変わっていく人々

を描いた短編集。[和] 

『暁花薬殿物語 』 (1～6 巻、以下続刊) 

佐々木 禎子(著) ＫＡＤＯＫＡＷＡ(2018～) 

后候補として入内した暁下姫、千古。

彼女の目標は「帝に選ばれないこと」で

あった。帝となるべく関わらず、円満離

縁を望む千古だったが、帝の愛猫が部

屋に迷い込んだことで計画が崩れてし

まう。薬師を志す千古と田舎育ちの帝。

変わり者同士の行く末はいかに。[もふ] 
『シャーロック・ホームズの古典事件帖』 

アーサー・コナン・ドイル(著) 論創社(2018) 

 明治から大正にかけて様々な

翻訳者が翻訳・翻案したシャーロ

ック・ホームズの短編集。当時の

日本人でも楽しめるように名前

や設定に多少手を加えているた

め、原作を読んだことがある人も

楽しめる一冊です。[佳] 

『電気圧力鍋の絶品レシピ』  上嶋 亜紀(著) 

              主婦の友社(2021) 

シチュー、豚の角煮、ぶり大根、肉

じゃがなど材料を入れて、スイッチ

を押すだけでレストラン級のごち

そうが簡単に出来る、電気圧力鍋料

理をおうちで作ってみませんか。

［中］ 

『子供たちは甦る!～少年院矯正教育の現場から～』 

吉永みち子(著) 集英社(2007) 

少年院の矯正教育の実態と懸命に取り組む教

官たちの姿を追ったノンフィクション。 

４１年 8 か月の間、全国の少年院で勤務し、

その実情を知る[SPOCK]おすすめの本です。こ

れを機に少年院へのご理解をお願いします。 

      [SPOCK] 

『ペッパーズ・ゴースト』伊坂 幸太郎(著) 

         朝日新聞出版(2021) 

飛沫感染によって、他人の未来が見え

てしまう檀先生。教え子の自作小説に

登場するネコジゴハンター。現実と小

説がリンクするあたりから物語が加

速していく。ロシアンブルとアメショ

ーの会話が楽しい一冊です。［ツム］ 


