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「時をかける少女」、 「アナと雪の女王」。
一見科学とは結びつかなそうな本や映画を科学の視点で
見てみると…。 サイエンスライターを名乗る著者が、 本か
ら映画、 映画から本へ縦横自在に往き来して科学を語
る本。 ふとした現象も実は科学が潜んでいると考えると、
日常のあらゆることがちょっとおもしろくなる。
新しいことが色々始まる春に読んでみてはいかがでしょう
か。

『科学で大切なことは本と映画で学んだ』
渡辺　政隆　　

写真絵本作家　小寺卓矢　

スライドトーク＆
　葉っぱで作ろう！ワークショップ

行 事 の お 知 ら せ

日時　５月 22 日 ( 土）
午後１時 30 分～３時 30 分

対象　幼児、児童
定員　15 人
申込　町内先行受付　４月 18 日 ( 日 ) ～

※詳しくはチラシ・ポスターをご覧ください。

今年度の特別行事・ギャラリー展示
の年間カレンダーが出来上がりました。

お 知 ら せ

（図書館カウンター、ロビーに置いてありますので、

ご自由にお持ちください。）

今月の表紙

町外受付　　　５月２日 ( 日 ) ～



日本の小説

新しい本 ★最新情報は館内の利用者端末、または図書館
ホームページでご覧いただけます。（毎日更新中）

灰　の　劇　場
これは “事実に基づく物語”

恩田　陸

テスカトリポカ
心臓密売人の恐怖がやってくる。

佐藤　究

深海一万メートルに眠るものは…

「良心の重み」を問う慟哭のミステリ

書店員と二つの罪

碧野　圭

ヴィンテージガール
仕立屋探偵　桐ケ谷京介

川瀬　七緒

帝国の弔砲

佐々木　譲

ジャックポット
超＝私小説爆誕！

筒井　康隆

人類最強の純愛

西尾　維新

湯どうふ牡丹雪
老舗眼鏡屋あるじ長兵衛の名推理

山本　一力

麦本三歩の好きなもの　第二集
住野　よる

後輩、お隣さん、合コン相手…。
三歩に訪れるいろんな出会い
-。図書館勤務の 20 代女子、
麦本三歩のなにげない日常を
描いた心温まる連作短篇集。

いわいごと
やもめの麻之助に、とうとう嫁が !?

畠中　恵

オムニバス

なぜ彼は工作員となったのか

姫川班の刑事たち、総登場！

悪　　の　　芽

貫井　徳郎

無差別殺人事件の真相とは！

代理母、 はじめました
垣谷　美雨

近江国三川村の貧しい百姓
から成り上がり、大名となっ
た田中吉政。石田三成を捕
縛し、関ケ原の合戦を決着
させた英傑の人生を描いた
歴史長編小説。

独身のまま子供が欲しい、も
う不妊治療をやめたい…。貧
困と虐待から脱するため、代
理母ビジネスを始めた少女ユ
キ。葛藤と不合理だらけの“命”
の現場で、医師の芽衣子やゲ
イのミチオと共に、女たちの
自由を求めて立ち上がる !

手塚治虫 /原案
桜庭　一樹 /著

瀬尾　まいこ

小説　火の鳥　大地編　上･下

その扉をたたく音

日中戦争期の大陸を舞台に描い
た、歴史 SF 巨編。漫画家・手
塚治虫が残した「火の鳥」続編
の構想原稿に、作家・桜庭一樹
が新しい命を吹き込む。

草原のサーカス
綾瀬　まる

ミュージシャンへの夢を捨てき
れず怠惰な日々を送る宮路は、
演奏に訪れた老人ホームで、神
がかったサックスの音を耳にす
る。吹いていたのは介護士・渡
部だった。ホームに通い始めた
宮路は…。私たちは、どこで間違ったの

だろう -。優秀で才能ある職業
人として名声を得ながら、道
を踏み外していく姉妹。転落
の末に、2 人の目に映る世界
とは。

シーナＳＦ最新作

階　層　樹　海

椎名　誠

中島　京子
168 時間の奇跡

新堂　冬樹

職を失い、自転車旅行をしてい
た栗田拓海は、年季の入った一
軒の建物を訪れた。そこには 3
人の女性がそれぞれ事情を抱え
て過ごしていた。拓海は足の怪
我が治るまで、そこにとどまる
ことに…。

沢口涼也は運営する保護犬施設
で心身傷ついた犬たちを癒や
し、里親が現れるのを待つ毎日。
犬の幸せを願う涼也は里親希望
者の見極めに慎重で…。犬と人
間との共生が抱える闇と光を描
く。

田中家の三十二万国

俺と師匠とブルーボーイとストリッパー

岩井　三四二

桜木　紫乃
北国のキャバレーで働きなが
ら一人暮らしをする 20 歳の
章介は、新しいショーの出演
者 3 人と同居することになる。
だが店に現れたのは、華やか
な売り文句とはほど遠いどん
底タレントたちで…。

超高級ホテルで交錯する、善意と悪意

ヴィクトリアン ・ ホテル

下村　敦史

誉田　哲也

名演技に潜む「罪」と「罰」

幕間のモノローグ

長岡　弘樹

ユーモラスで残忍な、危険な関係

血も涙もある

ワンダフル ・ ライフ
“人間の尊厳とは何か” を問いかける

丸山　正樹

ラスプーチンの庭
中山　七里

山田　詠美

警視庁捜査一課、犬養隼人の
娘の友人・庄野祐樹は長い闘
病生活を送っていた。自宅療
養に切り替えた 1 カ月後に急
死した祐樹には奇妙な痣が
あった。同時期に、同じ痣を
持つ女性が自殺し…。

ムーンライト ・ イン



ノンフィクション・エッセイ・他

外国の文学

若い人に比べて残りの時間は少ない
のに、 時間がかかることが楽しくなって
きた。 御飯を鍋で炊く、靴下を編む、
万年筆で文字を書くなど、 毎日を豊
かにするヒントがいっぱい。

これで暮らす
群　ようこ

傷痕のメッセージ
暗号と迷宮に、病理医コンビが挑む。

知念　実希人

グリーンピースの秘密
小川　糸

ベルリンで暮らし初めて 1 年。 冬に
は友人と温泉で新年会をしたり、 家
で味噌を仕込んだり。 短い夏には美
味しい味と素敵な出会いを求めて、
リトアニアとポーランドへ…。 四季折々
の暮らしを綴ったエッセイ。

白が５なら黒は３

大　義　横浜みなとみらい署暴対係

今野　敏

ジョン・ヴァーチャー

黒人の血が流れていることを隠し、 白
人として生きるボビーと、 白人至上主
義の旧友アーロン。 黒人青年への傷
害事件を起こしたアーロンの逃走に、
手を貸してしまい苦悩するボビーの前
に、 黒人である父が姿を現し…。

ロンリーハート ・ 4122
コリン・ワトソン

旅はまだ続いている -。 泉麻人、 酒
井順子、 森見登美彦、 川本三郎、
池内紀など 13 人の書き手が、 懐か
しの鉄道旅を綴る。 写真も掲載

結婚願望を持つ中年女性のルーシー ・
ティータイムは、 イギリスの田舎町フラッ
クス・バラにある結婚相談所で 「ロンリー
ハート 4122 号」 と知り合う。 しかし、
過去に彼と関わった女性は 2 人とも行
方不明になっていた…。

終身刑の女
レイチエル・クシュナー

貧困な家庭に生まれ、 ドラッグや万引
きを繰り返したロミー。 ストーカーを殺し
た罪で逮捕され、 幼き息子を残したま
ま、 一生塀の外に出られない身となっ
た。 ロミーは絶望の果てに、 最愛の息
子に会うため脱獄を企てるが…。

みんなのナポリタン

山口　恵以子

食堂のおばちゃん　９

サンドの女　三人屋

悲喜交々、味わい深い人間模様！

原田　ひ香

今を詠う歌人の短歌集

白の劇場

しくじり家族

恩田　陸

リ　リ　ア　ン
岸　政彦

柳　美里

JR 品川駅高輪口

車窓の風に吹かれて
「旅と鉄道」編集部 /編

俺たちの所轄で暴力は許さな
い ! “ハマの用心棒” 諸橋と、
陽気なラテン系の相棒・城島、
人間味溢れる刑事たちの活躍
を描くスピンオフ集。「謹慎」

「やせ我慢」など全 7 編を収
録。

居酒屋ぼったくり　おかわり！２

旨さの裏に家族の絆あり

秋川　滝美

街外れで暮らすジャズベーシ
ストの男と、バーで知り合っ
た女。会話のセッションが、
大阪の片隅で生きる 2 人の人
生を淡く照らす。表題作ほか
全 2 編を収録した、哀感溢れ
る都市小説集。

「山手線シリーズの傑作

明日食べる米がない！
親が離婚したら、何にもなくなった！

やまぐち　みづほ
ややこしい家族との関係が愛しくなる

五十嵐　大

嘘かまことか
平岩　弓枝

手伝ってくれる息子がいることの幸せ
包む餃子の時間 制服は未来のサイ
ズ入学のどの子もどの子も未来着てい
る 誰だって何かで死ぬと思えども死よ
りも病を恐れる心 2013～2020 年
の作品から 418 首を収めた第 6 歌
集。

恩田陸の豊かな作品世界の秘密と
は。 書き下ろし「灰の劇場0-・0+」、
単行本未収録作品をはじめ、 恩田
陸のロングインタビュー、 恩田陸が選
ぶ年間ベストブック & フィルム 2006
～2020 などを収録する。

神様の書かれたシナリオを、 大根役
者の私が必死になって演じてきた
…。 「御宿かわせみ」 の作者による、
もうすぐ 90 歳の幸福エッセイ。

3 人の子供たちは、 思春期真っ只
中。 それぞれが自分の道を歩き始め
ていき…。 「神さまたちの遊ぶ庭」 か
ら 6 年。 宮下家 5 人と 1 匹の 3
年間の日々を描いた家族エッセイ。

ワンさぶ子の怠惰な冒険
宮下　奈都

Go To マリコ
前代未聞の年にマリコは何を語る？

林　真理子

未来のサイズ
俵　万智

サウンドスケープに飛び乗って

久石　ソナ



歴史・社会・教育・自然・知識

趣味・娯楽・旅・スポーツ

ああ

科学絵本の世界 100

　　

　　

ガーデンクラフト Lesson
原嶋　早苗　　

庭で過ごす時間が何倍も楽しくな
るガーデンクラフト。 あなただけの
素敵なクラフトづくりを始めましょ
う。 モルタルデコをはじめ、ワイヤー
クラフトや木工使いの基本を、 初
心者でもわかるように紹介します。

処女の道程
時代と共に移り変わる “価値”

酒井　順子

だからここにいる

女優・安藤サクラ、プロレスラー・
長与千種、作家・村田沙耶香、漫
画家・山岸凉子…。女の生き方が
限られている国で、それぞれの場
所で革命を起こしてきた 12 人の
女たち。

島崎　今日子　　

数えないで生きる
哲学者が辿り着いた日々の過ごし方

岸見　一郎　　

中高生のための本の読み方
読書案内・ブックトーク案内

大橋　崇行　　

 浪花千栄子の人生
名女優の知られざる生涯

MS ムック　　

 pen+　全部、 さだ。
隅から隅まで、さだまさしの本

 跳　　躍
「高く、遠くに跳ぶ」楽しさを体験

 美しき鉄道橋の世界

モヘアで作る本格的着せ替え人形

 猫のきせかえぬいぐるみ

芝　千世　　

 喫茶　アネモネ
柘植　文　　

４つのカタチが楽しい立体ポップアップカード
月本　せいじ　　

 まっぷる北海道　’ 22
広い空＆大地、絶景旅に行こう！

　　

 ロシアの可愛い指人形
かぎ針編みで作れる指人形

井岡　美保　　

シェルパ斉藤の親子旅 20 年物語
6 歳から 27 歳までの息子の成長の記録

斉藤　政喜　　
心あたたまるコミックエッセイ

ねことじいちゃん　7

ねこまき　　

 ヤバすぎる日本刀伝説
小和田　哲男 /監修　　

「定年の常識」にダマされるな！

定年前、 しなくていい５つのこと

大江　英樹　　

スマホで子どもが騙される

かぐわしき植物たちの秘密
田中　修・丹治　邦和　　

わたしの、 本のある日々
小林　聡美　　

小さい農業で暮らすコツ

著者の自給生活への工夫を「自給
をしながら育んできた味覚」「排
泄物、ゴミを外に出さないこと」
の 2 点に集約して解説。
少ないお金で豊かに暮らす知恵を
紹介する。

新藤　洋一　　

別冊太陽

学びをもっと楽しくする

便秘がちな人に役立つスズランの
香り、 官能を刺激するイランイラ
ンの香り、 消化を助けるサンショ
ウの香り…。 ハーブや野菜、 果
物、 野草など、 身近な植物 63
種のさまざまな働きを、 エビデンス
を交えて楽しく解説する。

佐々木　成三　　

誘拐、 自撮り性被害、 闇バイト
…。 SNS やオンラインゲームがらみ
で子どもたちが巻き込まれた事件を
取り上げ、 対策とともに解説する。
スマホに潜むワナと安心安全な使い
方も、 クイズ形式で紹介する。

読書家でなくとも本は読む -。 猫
と遊んで、 ごはんをつくり、 今日
もゆるゆるページをひらく。 人気
女優 ・ 小林聡美が、 「本のある
愉しい暮らし」 を軽やかに綴った
読書エッセイ。

車中泊で巡るオススメ道の駅ガイド 2021
ヤエスメディアムック　　

車中泊をしながら旅をする人を 「応
援する」 道の駅の本。 日本全国
の道の駅を、 温泉 ・ キャンプ場 ・
車中泊 OK ・ RV パークなどの目
的別 & エリア別に紹介する。

 ピポンのフエルトで作る部活応援チャーム

がなはようこ :ピポン　　 吉野川第二橋梁、 荒川橋梁、
高千穂橋梁…。 全国各地の美し
い鉄道橋の数々を、 橋梁そのもの
の技術や周辺の地理 ・ 歴史なども
ひも解きながら、 鉄道カメラマンが
厳選した写真とともに紹介する。

とある商店街の喫茶店アネモネに
は、 今日も個性豊かな常連さん
たちがやってきて…。 クスっと笑え
て、 何だか懐かしい 108 篇の漫
画を収録。

斬る真似だけで骨を砕いた骨喰藤
四郎、 鬼の首を斬った童子切安
綱、 大坂城陥落を見届けた一期
一振、 57 戦無傷の本多忠勝が
振るった蜻蛉切…。 戦国武将、
剣豪、 幕末の志士たちが帯びた
名刀の伝説を紹介する。

運動部から文化部まで、いっぱい！

フレーム状のパーツを組み合わせて
作る立体ポップアップカード。 卵型
のエッグ、 四角錐を 2 つつないだダ
イヤモンド、 鳥かごのようなドーム、
六角形が立体になるボックスの 4
種類を掲載。

武田　元秀　　

吉田　孝久　　

MEDIA HOUSE MOOK



政治・経済・ビジネス・コンピュータ・実用書

暮らし・健康・子育て

こちらのコーナーは、実際にあったお探し本を内容を一部変更してご紹介しています。( 登場人物は架空です。）

3 月号の問題と答え

物流業界のしくみとビジネスがこれ１冊でしっかりわかる教科書

主婦の友社 /編　
部屋探しや引っ越し、 インテリアや収
納、 家事やお金の管理術、 防災や
防犯、 住まいのトラブルの対処法ま
で、 ひとり暮らしをする人が知りたい
情報をまとめて紹介する。 ひとり暮ら
しの先輩のアドバイスも収録。

新型コロナとまちづくり

新型コロナ以後のまちづくりに重要
な手法を、 「極周辺」 「オプション
理論」 「リスク管理」 「エリアマネジ
メント」 といった視点から解説する。
さらに、 コロナ禍の最新対応事例
やデータ分析の手法も紹介。

なるには BOOKS

森川輝紀・山田恵吾

足立　基浩

ひとり暮らしで知りたいことが全部のっている本

Q&A でわかる！デジタル遺産の相続

笹川　豪介 /他

福祉現場のための感染症対策入門

松本　哲哉 /監修ロジ・ソリューション

お金の使い方テク
内山　貴博　

家族に迷惑をかけたくないあなたが認知症になる前に準備しておきたいこと
海老原　佐江子　

究極のはしょり飯

もっと！魔法のてぬきおやつ
簡単すぎて毎日作りたい！ 75 品

てぬキッチン　

定番アイテム、あると便利なグッズ
COTTON FRIEND kids! for school
ハンドメイドでそろえる通園 ・ 通学グッズ

ブテック社　

実務の基礎から最新トレンドまで

ゼロからわかる電子契約の実務

鬼頭　政人

やさしくわかる抗がん剤の副作用とその対処法
いつもと同じ日常を過ごすために

酒井　リカ　

こどもおうちあそび大全
才能が大きく育つ！

料理家歴 40 年プロが考えた

横山　洋子　

音楽から学べるらくらく英単語読本
音楽ファン・音楽専攻生なら！

スポーツファン・体育会系学生なら！

スポーツから学べるらくらく英単語読本

小林　一夫

おうちで作るレシピ 100

世界のおやつ
鈴木　文　

心臓の病気を発見するには
専門医が教える動悸 ・ 息切れ ・ 胸の痛みが

気になったら最初に読む本
山下　武志　

おうちでヴィーガン

大庭　英子　

Natsuki

やきもの文様事典
陶工房編集部 /編　

折って、写して、切って、ひらくだけ

ディズニー切り絵あそび

ビジネスメールと上手に付き合おう

ビジネスメール文例大全

平野　友朗

小学校教諭になるには住民に伝わる自治体情報の届け方
あたらしい時代の広報・広聴！

佐久間　智之

悪い大人にお金をだまし取られない全知識
イケダ　ハヤト

IT 弱者を狙う詐欺の手法、 あなた
のお金を “合法的に” 盗む方法、
貧乏 & 不幸になる “昭和の常識”
…。 投資や経済を勉強する前に知っ
ておくべき 「お金を取られない知識」
を解説する。

あなたが亡くなったらどうなるのか？

イチからの知識が身につく！

図解まるわかり　データベースのしくみ

坂上　幸大

３６５日ヒットのアイデア

ビジネスアイデア総研 /編

ヒット商品の裏側エピソード

スパニッシュオムレツ風、 ボロネーゼパ
スタ、 精進トムヤンクン…。 ヘルシー
だけど、 味もボリュームも大満足 ! 
14 の国と地域の定番料理をヴィーガ
ンレシピにアレンジして紹介します。

今までお金の勉強をする機会がなかった
人に向けて、 身近な銀行預金のことか
ら、 投資、 相続まで、 一通りのお金の
知識を解説。 新生活を迎える前に知っ
ておきたい知識、 悩んだとき、 迷ってい
るときに参考になるヒントなどが満載。

認知症になったら、 預金が引き出せ
ない ? 遺言が残せない ? 法律のプ
ロが、 老後を安心して過ごすために
知っておきたい制度と手続きをわかり
やすく解説。

古来からやきものに描かれてきた文様を
100 種取り上げ、 その意味や歴史的
背景、 鑑賞のポイントなどを解説する。
近代の巨匠の文様づくり、 旧国立陶磁
器試験所に残された図案、 文様のレイ
アウトなども紹介。

桜　まあち　

Ｑ. 去年１年間の政治や経済の流れ
　 全般を簡単に知りたい。

Ａ．『朝日キーワード 2022』
　　R813.7　朝日新聞出版

情報オアシスから
お探し本は

こちらですか？

最近、断捨離に励んでいるＡさん (50 代･女性 )。押し入れの中から、大量の紙袋や包み紙、何
故かお菓子の空き箱まで見つかった。懐かしいお菓子の箱もあり、ただ捨てるのはもったいな
いと思い立ち、図書館にやってきた。はたして、そんな時に役立つ本はあるのか！

『エコ・文房具』　平田美咲 / 作　（754 ヒ )　

こちらは、児童書なのですが、様々なお菓子の箱などを使っての工作が載っています。しおり
やマグネット、ペイパーウエイトなどなど、おなじみのパッケージデザインを活かした、楽し
いグッズに変わります。

中学生から知っておきたい

役に立ったのはこんな本！→

感染対策のポイントを解説



日 月 火 水 木 金 土

休館日 火曜～土曜　10：00～18：00
日曜　　　　10：00～17：00

当館では、郷土資料（新十津川町・十津川村関係

の資料、町内にゆかりのある方による出版物等）

を収集・保管しています。関連図書や資料の収集

にご協力いただけますようお願いいたします。

インフォメーション

    　　　　　                            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  

４月

図書テーマ展示

「新小卒業制作展」

4/1 ㈭～ 4/28 ㈬

図書整理日

団地の草野球チー
ムに集まる人々の
「ふつうの人生」 を
鮮やかに描く、 長
編小説。

JR 札沼線

日本一早い最終列車が出る終着駅と
して有名だった札沼線新十津川駅。
１年をかけて、 広大な田園風景を走る
キハ 40 形を収録したこの DVD には、
駅での出会い、 子どもたちの出迎えの
様子、 駅長犬ララも映っています。
廃線となってから初めての春、 思い出し
てみませんか。

春です！オシャレライフ始めます！

ギャラリー展示

「独立記念日」
原田　マハ

「大人のあか抜けひとつ結び」 「ホームセンターマニアがつくる
　おしゃれな雑貨とインテリア」

郷土の本

郷土資料の収集にご協力ください。

ファイト！
前向きに頑張る人へ、その背中を押す、応援小説を贈ります。 ファッションもライフスタイルも気分アゲて、春をすごしましょう！

DVD
一日一往復　終着駅の物語　

（ＤＶＤは貸出を行っていません。館内の視聴覚コーナーでご覧ください。)　

「どんまい」
重松　清

自分の殻を破り、
人生の再スタートを
切る 24 人の女性
たちの心温まる短
編集。

GARDEN/ 監修

大人の 「いつもの
まとめ髪」 をおしゃ
れ に 見 せ る 簡 単
ルールを教えます。

ホームセンターグッ
ズを使った DIY を
紹介。 世界に一
つしかないカッコイイ
空間を作ろう。

新十津川小学校
６年生の児童が
卒業記念で制作した
自画像作品を展示
します。

私のカントリー別冊

中空知広域市町村圏組合
設立５０周年記念事業

なかそらネットの
おすすめ本

3/23( 火 ) ～４/28( 水 )

（幼児～小学校２年生向け）

展示および貸出をしております。


