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今年も残すところあと少しになりました。
読もうと思っていて先延ばしにしていた本はありませんか？
今年、話題になった本です。

2015.11.25 集計

文学賞

順

作品名

回

タイトル/著者

位

数

吉川英治文学賞

『平蔵狩り』 逢坂剛

1

『火花』 又吉直樹

243

吉川英治文学新人賞

『まるまるの毬』

2

『ラプラスの魔女』 東野圭吾

125

日本医療小説大賞

『鹿の王』

上橋菜穂子

3

『サラバ！

上・下』 西加奈子

109

本屋大賞

『鹿の王』

上橋菜穂子

4

『悲嘆の門

上・下』 宮部みゆき

94

松本清張賞

『屋上のウインドノーツ』 額賀澪

5

『鹿の王 上・下』 上橋菜穂子

川端康成文学賞

『レールの向こう』 大城立裕

河合隼雄物語賞

『かたづの！』 中島京子

三島由紀夫賞

『私の恋人』 上田岳弘

7

『流』 東山彰良

山本周五郎賞

『ナイルパーチの女子会』 柚木麻子

8

『リバース』（Reverse）

江戸川乱歩賞

『道徳の時間』 呉勝浩

9

『教団Ｘ』

『火花』 又吉直樹

10 『あの家に暮らす四人の女』 三浦しをん

芥川龍之介賞
直木三十五賞
谷崎潤一郎賞
柴田錬三郎賞
泉鏡花文学賞
野間文芸賞
野間文芸新人賞

野間児童文芸賞

西條奈加

『フランス人は 10 着しか服を持たない』
ジェニファー・L ．スコット

78
76

湊かなえ

中村文則

68
58
53

『スクラップ・アンド・ビルド』羽田圭介
『流(りゅう)』 東山彰良
『ヤモリ、カエル、シジミチョウ』
江國香織
『かたづの！』 中島京子

12/3(木)・おはなしの国たんぽぽ
午前 11 時～ 対象：1 歳～4 歳
12/6(日)・ひなたなほこ「うたとおはなしの会」

『冥途あり』 長野まゆみ

場所：おあしす多目的ホール
第 1 部：10 時 30 分～11 時

『骨風』 篠原勝之

対象：赤ちゃんから 3 歳児と保護者

『冥途あり』 長野まゆみ

第 2 部：11 時 30 分～正午
対象：4 歳児から未就学児と保護者

『愛と人生』 滝口悠生
『女たち三百人の裏切りの書』古川日出男
『うたうとは小さないのちひろいあげ』
村上しいこ

年末年始休館のおしらせ
・市立図書館

5

78

12 月 29 日(火)～1 月 3 日(日)

12 月 28 日(月)は市立のみ開館（午前 9 時～午後 5 時）

・視聴覚ライブラリー・中央公民館図書室
12 月 28 日(土)～1 月 4 日(月)
・旭地区センター図書室

12 月 28 日(土)～1 月 5 日(火)

12/12(土)・英語おはなし会
午前 11 時～ 対象：0 歳～小学生
・読書情報誌「YA’’’！」

第 4 回編集会議 午後 4 時～6 時
対象：市内在学・在住の中・高生
12/18(金)・赤ちゃんおはなし会
午前 11 時～ 対象：3 か月～1 歳
12/19(土)・冬休み子ども映画会『グーニーズ』
１０時３０分〜１２時３０分
(開場：１０時００分)
おあしす１階 多目的ホール
12/26(土)・おはなしの国ひまわり
午前 11 時～ 対象：4 歳～小学生

『

』

『ふゆがすきっ！』『おくりもの』

師も走ると言われる 12 月。

秋も深まり、もうすぐ冬がやってきます。

大忙しの中でも年末年始の準備は

市立図書館の児童展示コーナーでは、冬に

楽しんでやりたいものですね。

関係した絵本や物語、科学や行事などの本を

気持ちよく新しい年が迎えられる

展示します。また『おくりもの』では、いろ

ようお手伝いできればと、

いろなクリスマスの本を集めました。本を

いろいろな本を集めてみました。

たくさん読んで、冬を楽しくむかえましょう！

今年もいよいよ残りわずかとなりました。2015 年

今月の児童の特集は、
『クリスマス』です。

も沢山の本が出版されました。まだ読んでいない本

今年最後のイベントは、大人も子どもも楽し

はありますか？。今月の特集は、
『今年出版された
作品』です。時代小説・ミステリー・感動する本・
心あたたまる本など、いろいろ集めてみました。
ぜひお立ち寄り下さい。

いクリスマス！つい手に取りたくなるクリス
マスの本を読んで、早めに気分を盛り上げて
みませんか？

◆読書サロン～お茶を飲みながら～
第 1 回 太宰治 『津軽』
12 月 13 日(日) 午後 2 時～4 時 対象：一般
申込受付中：視聴覚ライブラリー ☎981-8113

今月の旭図書室展示は、髪の毛に関する本を
集めてみました。歳を追うごとに気になる頭髪。
様々なヘアケアをご覧ください。

12 月 16 日(水)

午前 11 時～ 申込み不要

２類
【歴史・地理】
から

図書館の本は「日本十進分類法（ＮＤC）」という本の分類法に基づいて、内容により
0 類から９類まで全部で１０のグループに分類されています。各分類の「この 1 冊！」

この１冊！

をピックアップします。今回は２類、歴史や地理の分野です。

『観光コースでないロンドン』 中村 久司／著 高文研 233 ﾅ
大英帝国の 2000 年の歴史と、自由と人権、平和を求めてたたかった人々の歴史が刻まれ
たロンドンの街角を案内。特に 6 人の妃を持ち、イングランド国教会を創設したヘンリー8
世やエリザベス 1 世。このチューダー朝の国王は誰しも耳にしたことがあると思いますが、
多くの処刑が執り行われたロンドン塔など興味は尽きません。産業革命を経て、現在に至るロ
ンドンの世界の金融都市としての発展などが、観光コースでない視点で書かれています。

図書館スタッフが厳選した
おすすめ本を福袋に詰めて
貸し出します。
どんな本かは開けてからの
お楽しみです♪

◆旭地区センター図書室
1 月 10 日(日)
午後 2 時～3 時半
演者：有難家参久
愛志亭多夢礼
旭地区センター２Ｆ和室

◆市立図書館
1 月 11 日(月・祝)
午後 2 時～3 時半
演者：春風亭朝之助
有難家参久
愛志亭多夢礼
おあしす多目的ホール

