
117分 チョン ウソン，ソン イェジンほか出演 １０月３０日（日）　ごご２時～

10/1（土）

永 六輔著
「大往生」から20年。
死ぬのが怖くなくなっ
た。妻や友を見送り、
今だからわかること
…。遠藤泰子、黒柳
徹子、阿川佐和子ら
との対談と、『婦人公
論』掲載の文章を収
録する。2014.4発行

午後２時～　視聴覚室　※無料 申込不要

永 六輔著，矢崎 泰久著
永さん、「美しい
国」ってなんだ!? 時
流を嘆き、権力者を
揶揄し、国を憂い、
品格をぶった斬る。
昭和8年生まれの2
人が奏でる、抱腹
「舌」倒、タブーなき
掛け合いの妙味! 月
刊『現代』連載に加
筆・訂正して単行本
化。2007.3発行

ハロウィンパーティー♪
～本の登場人物になろう～私の頭の中の消しゴム

【エッセ
イ】

バカまるだし

【エッセ
イ】

10/15（土） おさるのジョージ

ジョージの冒険を描いた、心温まるア
ニメーション 図書館に申込みをしてください。

87分

好きな本に出てくる人や動物の仮装
をして、ファッションショー＆本を紹介

しよう！！
【対話
集】

永 六輔著
『話の特集』廃刊後、
『週刊金曜日』に舞
台を移して好評連載
中の「無名人語録」。
あの「大往生」も、17
年前にスタートしたこ
の連載が生みの親
だった。読むだけで
元気になれる語録
集。1998.2発行

鎌田 實著，永 六輔ほか述
永六輔、アグネス・
チャン、小室等、安
奈淳ら豪華ゲストと、
「いのち」のいとおし
さ、はかなさ、大切さ
を熱く語る。2004〜
2005年放送のNHKラ
ジオ特別番組「鎌田
實いのちの対話」を
もとに、対話集として
再構成。2006.2発行

【エッセ
イ】

沈黙は金曜日
いのちとユーモア
鎌田實と11人の対話

大晩年
老いも病いも笑い飛ばす!

無名人のひとりごと ぢぢ放談

永 六輔著，矢崎 泰久著
ああ、まだまだ人生
知らないことばかり-
。永六輔と、元『話の
特集』編集長・矢崎
泰久、ふたりの「爺」
による舌鋒鋭い時事
放談。『創』の連載を
単行本化。2010.5発
行

【エッセ
イ】

永 六輔著
高齢者たちよ、イカ
レ、オコレ、そして
笑ってしまえ! 揺るが
ぬ批判精神、機知に
富んだ風刺、自虐ネ
タの数々。読みはじ
めたら止まらない、
永六輔のつぶやきの
集大成。『週刊金曜
日』掲載を編集・加
筆。2013.2発行

【エッセ
イ】
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の休館日
都農町民図書館
都農町大字川北５４４８番地２

【開館時間】 9：30～18：00
【電話】０９８３-２５－３３１６

【ＨＰ】http://tsuno-lib.jp/

秋風が心地よい季節となりました。芸術の秋を図書館の本で満喫しま

せんか？

また、10月は図書館まつりを開催します。ぜひお越しください。

◆毎週火曜日

◆10日(月) 体育の日

◆27日(木) 資料整理日

ｱﾆﾒ

外

★昆虫写真家新開孝さん講演会
★ハーブで手作り講座（バスボムなど）

★テラス市３店出店（たこやき、ポテト、小物、農産物など）

★「なんでも魔女商会 お洋服リフォーム支店」が出現！

★つのぴょんがやって来る！

★古本市 ★フリーマーケット

★将棋コーナー

★ジオラマ展示会（鉄道、昔の風景など）

★マッサージコーナー

★健康コーナー

★読書感想文・画コンクール表彰式 など
詳しい内容や時間は、後日チラシを配布いたします。

ご家庭で不用

な本がありまし

たら、古本市へ

お寄せ下さい。



【日本の小説】 スタッキング可能

ネコ・パブリッシング

sleep【推理・ミステリー】 石田 衣良

QJKJQ　≪第62回江戸川乱歩賞≫ ワークスタイルブック

【人生訓・人間関係・恋愛】

好きで好きで、どうしようもない恋は、いつもどうにもならなくて。

【推理・ミステリー】 佐藤 究

94歳で大往生。瞬間湯沸器だった父、
阿川弘之に罵倒されること何千回。理
屈より感情が先立ち、男尊女卑でわが
ままで、妻や子供には絶対服従を求め
る。常に自分が中心でありたい…。故
人をまったく讃えない「父と娘」の記録。
阿川 佐和子/著

あさの あつこ

門井 慶喜

燦　8 　鷹の刃　（最終巻）

【歴史・時代小説】

津軽双花

【歴史・時代小説】

【映画】

【人生訓（ビジネスマン）】

フリーハンド・レタリングガイドブック

西一番街ブラックバイト　（池袋ウエストゲートパーク　12）

宝島社

東京會舘とわたし　上・下

刑罰0号

新着図書案内
直近１カ月購入・寄贈のうち、32冊をご
紹介します。

三萩 せんや

【日本の小説】 辻村 深月

あしたの君へ

シルバー川柳　元気百倍編

寺井 広樹

天国ポスト

河出書房新社【川柳】

【日本の小説】

【日本の小説】 コンビニ人間

36歳未婚女性、古倉恵子。大学卒業後
も就職せず、コンビニのバイトは18年
目。これまで彼氏なし。ある日、婚活目
的の新入り男性、白羽がやってきて、そ
んなコンビニ的生き方は恥ずかしいと
突きつけられるが…。村田 沙耶香/著
≪第155回芥川賞≫

土漠の花　≪第68回日本推理作家協会賞長編および連作短編≫ 九十歳。何がめでたい

【日本の小説】 月村 了衛 【エッセイ】 佐藤 愛子

河野 裕子，永田 和宏

マガジンハウス【日本の小説】

お客さまにもスタッフにも愛されるお店の「ありがとう」の魔法

ピポン

【建築】

辰巳出版

【デザイン・色彩】葉室 麟

有川 浩

ゆけ、おりょう

日本懐かし夏休み大全

【エッセイ】

【手記・ルポルタージュ】

建築家ル・コルビュジエの教科書。

京都うた紀行

河野 やし

【短歌・和歌】柚月 裕子

図書館ホスピタル

【日本の小説】

【日本の小説】 西條 奈加

アンマーとぼくら

めざせ100歳!ミツみっちゃん介護日記

できる限り皆さんのリクエストにお応えしたいと思いますので、お気軽に声をかけてください。また、要望についてはメールでも受け付けています。アドレス→ tosyo@town.tsuno.miyazaki.jp

去就　（隠蔽捜査　6）

自然と暮らすスタイルブック

【アウトドア】 マガジンハウス

【推理・ミステリー】 今野 敏

阪神・淡路大震災の被災者の声と工夫
をまとめた「地震イツモノート」の実践
版。「モシモ」ではなく「イツモ」できること
が詰まった、本当に役立つ防災マニュ
アル。グーグル等各企業が防災に役立
つ情報を紹介するコラムも掲載。
出版/ポプラ社 【女性ファッション】 槇村 さとる，地曳 いく子

蜜柑花子の栄光　（名探偵の証明　3 完結編）

【推理・ミステリー】 市川 哲也

大人のおしゃれDo!&Don't

【経営・ビジネス】

おおあたり　(「しゃばけ」シリーズ　15)

【日本の民俗・文化】

【歴史・時代小説】

似ているけれどどこか違う人々が各フロア
で働くオフィスビル。女とは、男とは、会社と
は、家族とは…。同調圧力に溢れる社会
で、それぞれの「武器」を手に不条理と戦う
「わたしたち」を描いた小説集。書き下ろし
短篇も収録。松田 青子/著
≪第4回Twitter文学賞国内作品≫

ゴジラ解体全書

福島 雄一郎

【古典文学・文学史・作家論】 　　強父論

【災害・事故・防災】 地震イツモマニュアル

【歴史・時代小説】 畠中 恵


