
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

30 31 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 1 2 3 

2020 年 9 月 利用カレンダー ℡ 6 9 - 3 0 5 0 

開館／月～金＝10時～18時  土曜日＝10時～17時 

休館／毎週日曜日、祝日、毎月第３金曜日、年末年始、 

蔵書整理期間等 

※   ・・・図書室の休館日 

※   ・・・17時閉館 

ゾ～っとする本 

夏の定番「怪談」 
で涼しくなる！ 

本格「ホラー・ミステリー小説」 
で涼しくなる！ 

食べ物や住まいを快適に。 

「涼しくなる実用書」を読む 

■『 事故物件怪談 恐い間取り 』松原 タニシ 

（二見書房） 

「ワケあり物件」の不思議な話を間取り付きで紹介

します。殺人・自殺・孤独死…etc。恐くて部屋に入

れない…! 亀梨和也主演で、映画化した一冊。 

■『 長野の怖い話 亡霊たちは善光寺に現る 』 

 丸山政也、一銀海生（TOブックス） 

■『 夜市 』恒川 光太郎 

（角川グループパブリッシング） 

妖怪たちが様々な品物を売る不思議な市場「夜市」。

ここでは望むものが何でも手に入る。小学生の時に

夜市に迷い込んだ裕司は、自分の弟と引き換えに「野

球の才能」を買ってしまい…。日本ホラー小説大賞

受賞作。 

■『 ぼっけえ、きょうてえ 』岩井 志麻子 

（KADOKAWA） 

■『 すべてが Fになる 』森 博嗣（講談社） 

■『 魍魎の匣 』京極 夏彦（講談社） 

■『 暗闇坂の人喰いの木 』島田荘司（講談社） 

■『 白墨人形 』C・J・チューダー(文藝春秋) 

■『 メイク・ビリーブ・ゲーム 』 

リアノン・ラシター（小学館） 

■『 怪談えほん (3) いるの いないの 』 

京極 夏彦／著・町田 尚子／絵（岩崎書店） 

■『 涼しい暮らしのアイデア帖 』 

アスペクト編集部（アスペクト） 

暮らし上手の方々に、夏の衣食住の工夫を教えても

らいました。 

家の中に風を通す工夫や、涼を感じる旬のものを使

った食事。安眠の知恵なども載っていますよ。 

■『 とろけるしあわせ 冷たいおやつ 』 

           主婦の友社（主婦の友社） 

いろいろな 『 ゾ～っ 』 『 冷やっ 』 で楽しく涼しく。 

昨今の状況を踏まえて、できることは限られていても、『 本で怪談話を読んでリモートで百物語をする 』な

んてことも面白いかもしれません。まだ、しばらく暑い日が続きそうですが工夫して乗り切りましょう！ 



一般書 

■破局（遠野遥）       芥川賞受賞 

■首里の馬（高山 羽根子）  芥川賞受賞 

■少年と犬（馳 星周）    直木賞受賞 

■図書館の子（佐々木譲） 

■52 ヘルツのクジラたち    （町田 そのこ） 

■任侠シネマ           （今野 敏） 
■虜囚の犬            （櫛木 理宇） 

■由利・三津木探偵小説集成 3 仮面劇場 
（横溝 正史） 

■いちねんかん しゃばけシリーズ 19    （畠中 恵） 

■夢をかなえるゾウ 4 ガネーシャと死神（水野敬也） 

■二百十番館にようこそ      （加納 朋子） 

■ハイパーハードボイルドグルメリポート             
（上出 遼平） 

■人生に必要な教養は中学校教科書ですべて身につく  
（池上 彰/著、佐藤 優/著） 

■安楽死を遂げるまで          （宮下 洋一） 

■世界を変えた微生物と感染症    （左巻健男） 

■新装版 タネはどこからきたか? 
（鷲谷 いづみ/著、埴 沙萠/写真） 

■千桃流・暮らしの知恵      （伊藤 千桃） 

文庫・新書 

■誘拐遊戯           （知念 実希人） 

■蟻の菜園 ‐アントガーデン‐   （柚月裕子） 

■丕緒の鳥 (ひしょのとり) 十二国記 5 

■図南の翼 (となんのつばさ) 十二国記 6 

■華胥の幽夢 (かしょのゆめ) 十二国記 7 
（小野 不由美） 

■出世花 

■蓮花の契り 出世花        （高田 郁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実用書 

■犬連れ災害対策マニュアル（レトリーバー編集部） 

■とろけるしあわせ 冷たいおやつ （主婦の友社） 

■選ぶ。そろえる。合わせる。うつわ使いが 

もっと楽しくなる本。       （安野 久美子） 

■ご当地おつまみ人気レシピ    （ムック編集部） 

■週末田舎暮らしの便利帳 

―憧れの悠々自適生活          （金子 美登） 

■感染を恐れない暮らし方 新型コロナから 

あなたと家族を守る医食住５０の工夫(本間真二郎） 

■山で暮らす愉しみと基本の技術  （大内 正伸） 

えほん 

■わんぱくだんのきょうりゅうたんけん 
（ゆきの ゆみこ/著、末崎 茂樹/絵） 

■虫ガール ほんとうにあったおはなし 

（ソフィア・スペンサー/著、ケラスコエット/絵 他） 

■字のないはがき 
（西 加奈子/絵、向田 邦子/原作、角田 光代/著） 

■むれ                       （ひろた あきら） 

■みずたまり 
（アデレイド・ホール/著、ロジャー・デュボアザン/絵）  

■こんなもんくえニャイ! 
（クリストファー・サイラス ニール 他） 

児童書 

■かいけつゾロリのレッドダイヤをさがせ!! 
（原 ゆたか） 

■ふしぎ駄菓子屋 銭天堂③④⑤   （廣嶋 玲子） 

■妖精のベーグル 

■妖精のあんパン                （斉藤 栄美） 

 

 

 

 

 

 

 

 ９ 月 の 新 着 本 

一般書 

一般 えほん 

児童書 


