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年末年始の 「わが家の定番料理」 といえば、 どんな料
理を思い浮かべますか︖その家その家で作り継がれた味
は、 その素材からも滲み出る味かもしれません。 この本
は味噌、 豆腐、 コンニャクといった、 その土地ならではの
手作り食品の作り方をイラストとともにわかりやすく紹介し
ています。
ここしばらく、 人と集まる機会が減っていた方々も、 今年
の年末年始こそは、 懐かしい顔ぶれで懐かしい味を楽し
みたいものですね。

『手づくりのすすめ』
自然食通信編集部 /編　　

ああ

今月の表紙

イ ベ ン ト

年越し＆新春　本の福袋

貸出冊数アップ！
貸出期間の延長

お 知 ら せ

年末の開館は

年明けの開館は
12 月 26日 (日 ) 17 時まで

1月 7日 (金 ) 10 時から

期間 /12 月 14 日 ( 火 ) ～ 26 日 ( 日 )

おひとり /２０冊まで

（ご返却予定日は年明けの開館以降となります。)

年越し福袋／ 12 月 26 日㈰
新春福袋／１月７日㈮
※詳しくはチラシ･ポスターをご覧ください。



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）

横溝正史ミステリ＆ホラー大賞

月　夜　の　羊

ディープフェイク

吉永　南央

ものがたりの賊

チグリジアの雨

ミッキーマウスの憂鬱ふたたび

あの春がゆきこの夏がきて

テーマパークが舞台の青春小説

いじめ問題に一石を投じるミステリ

芸術に淫しながら生きる男

ネット炎上は仕組まれたものだった

今野　敏

乙川　優三郎

小林　由香

福田　和代

松岡　圭祐

すれ違う母と娘の物語

星　を　掬　う

町田　そのこ

猫への愛をこめて贈るアンソロジー

猫はわかっている

村山　由佳

５年ぶりの長編。再生と救済の物語

「紅雲町珈琲屋こよみ」シリーズ新刊

夜　が　明　け　る

西　加奈子

謎の高校生「オズヌ」が難事件に挑む

ボーダーライト

就活戦線を空回りで全力疾走！

就活ザムライの誤算

安藤　祐介

虚　魚　そらざかな

おはようおかえり

大阪で 70 年続く和菓子屋の
姉妹、小梅とつぐみ。ある日、
43 年前に亡くなった曾祖母
の魂がつぐみに乗り移り…。
和菓子屋の家族が織りなす、
明治と令和を繫ぐ物語。

1923 年、大震災による被害
で帝都は壊滅状態。さらに
陸軍は胡乱な動きを見せ、
致死の感染症も忍び寄る。
そんな東京を救うため集め
られたのは、日本文学が生
んだ名キャラクターたち !?

“体験した人が死ぬ怪談” を探
す怪談師の三咲は、“呪いか祟
りで死にたい” カナちゃんと暮
らしている。「釣り上げた人が
死んでしまう魚がいる」という
噂を耳にしたふたりは、その真
偽を調べるうちに “本物” の怪
談に近づき…。

今村　翔吾

大津城が舞台舞台の圧倒的戦国小説

塞　王　の　楯

堂場　瞬一

近藤　史恵

新名　智

真保　裕一

辻村　深月

真山　　仁

藤本　ひとみ

真 ・ 慶安太平記

レインメーカー

闇　祓　やみはら

死にふさわしい罪

北村　　薫

中江　有里

初の本格ホラー小説

数学の天才高校生が謎に挑む

慶安の世に現れた兵法者・正雪とは？

「大東亜競技大会」は開かれるのか？

中学で登校拒否になり、通信制
高校に入学した沙羅は、幼馴染
の万葉に再会。本好きの彼に刺
激され、新しい本に出会ってい
く…。実際の本をあげながら描
く瑞々しい連作短編集。

弁護士の執念を描く法廷サスペンス
万　葉　と　沙　羅

幻の旗の下に

真藤　順丈

御　坊　日　々
畠中　恵

明治 20 年、東京浅草の東春
寺は、相場師も兼ねる僧侶・
冬伯と弟子の玄泉が切り盛
りしている。経営不振に悩
む料理屋の女将・お咲が寺
を訪れ、店に “幽霊” が現れ
たというが…。全5話を収録。

笑うマトリョーシカ

圧倒的な魅力で、官房長官に
上り詰めた青年代議士と秘書。
彼らに違和感を持った女性記
者が、隠された過去を暴くた
め、取材を重ねるが…。

早見　和真

冲方　丁

小さい予言者
浮穴　みみ

ゴールドラッシュに翻弄され
た人間の悲哀。戦争に躍らさ
れた炭鉱の末路とささやかな
希望…。北海道開拓期を描い
た短編集。「鳳凰の船」「楡の墓」
に続く第 3 作。3 部作、完結。

剣　樹　抄　不動智の章

本と日常の謎はコタツ探偵におまかせ

幕府の隠密組織の少年の活躍を描く

日々の思いを嚙み締めながら、
一歩一歩、山を登る女たち。通
過したつらい日々は、つらかっ
たと認めればいい。山頂から見
える景色は、これから行くべき
道を教えてくれる -。全 4 編を
収録した書き下ろし連作小説。

その絵は、多くを語りだす。

明治の建築家、妻木頼黄の闘い

残照の頂　続･山女日記
赤と青とエスキース

剛　　心

木内　　昇

湊　かなえ

青山　美智子

中野のお父さんの快刀乱麻



ノンフィクション・エッセイ・他

外国の文学

貫井　徳郎　

ゲストリスト
ルーシー・フォーリー

アリ・スミス
アイルランド沖の孤島で、 メディアで
活躍するカップルの豪華な結婚式が
開かれる。 誰もが憧れるふたりだが、
彼らへの祝福の裏には様々な思惑が
潜んでいた。 謎めいた警告の手紙、
過去の遺恨 -。 婚礼の夜、 ついに
事件が発生し…。

ミニシアターの六人
小野寺　史宜

芥川賞作家の新境地、世界文学へ

鷲野　正明

ほんのこども

町屋　良平

作家夫婦は病と死に向きあい、
どのように過ごしたのか。残
された著者は、過去の記憶の
不意うちに苦しみ、その後を
生き抜く。心の底から生きる
ことを励ます喪失エッセイ。

よくわかる 「写真俳句」
俳句と写真の相乗効果！

コーヒーと短編
庄野　雄治

太宰治 「桜桃」、 岡本かの子 「越
年」、 芥川龍之介 「蜜柑」、 谷崎
潤一郎 「小さな王国」 など、コーヒー
によくあう、 すこぶる面白い短編全
18 編を収録。 コーヒー屋である編
者だからこそ編めた短編集。

謝霊運、 杜甫、 李白、 白居易、
王安石…。 漢詩の読解のルールを
説明するとともに、 三国六朝時代
から唐 ・ 宋 ・ 明以降までの時代背
景の移り変わりや、 詩人たちの人
生を深掘りして解説。 鑑賞する際
に留意するポイント等も掲載。

詩人別でわかる漢詩の読み方･楽しみ方月夜の森の梟

紅いオレンジ
ハリエット･タイス

殺人事件の弁護を担当することになっ
た法廷弁護士のアリソン。 被告のマデ
リーンは夫の殺害を自白し有罪を主張
するが、 何かを隠しているようだった。
そんななか、 アリソンに、 事務弁護士
との不倫を咎めるメールが届き始め…。

ビタートラップ

ら　ん　た　ん

邯鄲の島遥かなり　下

失われた岬

篠田　節子

誉田　哲也

月村　了衛

柚木　麻子

謎の岬、「消えた」人々… 恋人は中国の女スパイ－

女子学校教育の黎明期を生きぬく！

150 年の時を経て、歴史は次の時代へ

フェイク　フィクション

銀座のミニシアターで、亡き末
永静男監督の追悼上映が行われ
た。観客は六人。彼らの人生と、
映画のストーリーを行き来しな
がら、出会いとすれ違い、別れ
を繰り返す日々の中にある奇跡
を鮮やかに描く。

小野　桂之介

傘のさし方がわからない
岸田　奈美

車いすユーザーの母のために
全財産を使って外車を買った。
隣家がリビングで焼きいもを
して火事になった。iDeCo の
書類を書きながら、生きる希
望について考えた…。笑えて、
ときに泣けてしまう爆走エッ
セイ。

都々逸っていいなあ遠慮深いうたた寝少女たちの戦争

小池　真理子

小川　洋子中央公論社 /編

日々の出来事、思い出、創作、
手芸、ミュージカル…。温か
な眼で日常を掬い取り、物語
の向こう側を描く、9 年ぶり
のエッセイ集。新聞、雑誌な
どに掲載した作品をまとめる。

若い兵士に言えなかった「サ
ヨナラ」の一言、東京大空襲
の翌日に食べた < 最後の昼餐
>…。瀬戸内寂聴から佐野洋
子まで、太平洋戦争開戦時に
20 歳未満だった女性たち 27
名が、非常時の日常を綴る。

庶民の生活や人生の側面を、
気取らず平易に詠み上げる短
型詩、都々逸。恋、仕事、親
子、酒、生き方などさまざま
なテーマに分けて、現代の
都々逸を多数紹介する。楽し
み方、作り方なども収録する。

デビュー二十年目の家族小説

ルーティーンズ

長嶋　　有

愛する人を失った者たちの復讐劇

すごいトシヨリ散歩
池内　紀・川本　三郎

トシをとると日々は楽しい。
名エッセイスト 2 人が映画、
読書、旅、そして老い支度に
ついて語り合った、親密感あ
ふれるユニークな対談集。

作家と書店員美味絶佳の W エッセイ

胃が合うふたり

千早　茜・新井　見枝香

森村　誠一 /作品協力・中村　廣幸 /監修

冬

金を払って雇った偽の恋人を連れて帰
郷した息子が見たのは、人生を見失っ
た母の姿。 恋人の提案で、 母と 30
年間音信不通の破天荒な伯母も屋
敷にやってくる。 犬猿の仲だった姉妹
の再会が埋もれていた家族の歴史を
呼び覚まし…。



歴史・社会・教育・自然・知識

趣味・娯楽・旅・スポーツ

ああ

　　

　　

知って楽しいカモ学講座

嶋田　哲郎　　

 スポーツの世界から暴力をなくす 30 の方法
もう暴力もパワハラもがまんしない！

　　

土井　香苗

ああ

仲田　海人･木村　諭志　　

優　駿　図　鑑

笹岡　政宏・井原　凛大　　

アナウンサーが語る、仕事･生き方

 たたかわない生き方

大下　容子　
バードウォッチングを始める人へ

 今日からはじめるばーどらいふ！

民藝論を提唱してから 100 年

 もっと知りたい柳宗悦と民藝運動

杉山　亨司　　

一日一種　　

観る碁のための決定版ガイド

 囲碁観戦が 10 倍楽しくなる本

佐野　真　　

お風呂屋さんを愉しむとっておき案内

 懐かしくて新しい 「銭湯学」

町田　忍 /監修

カッコよく動いて、美しいスタイルに

 るるぶ　冬の北海道

岡田　敦子　　

森岡　浩 /監修　　

ジェイミー・グッダール　　

100 万回死んだねこ

カモ･ガン･ハクチョウのせかい

「60 字メッセージ」で結果が出る！

短いは正義
ああ

船体解剖図

アイヌからみた北海道一五〇年

わたしは 「セロ弾きのゴーシュ」

田口　まこ　　

福井県立図書館　　

日本人の名字の由来をたどる

カラー図版でわかりやすく説明

名字の歴史

図解でわかる 14 歳からの LGBTQ+

社会応援ネットワーク　　

「北海道命名 150 年」をアイヌ
の人たちはどうみつめていたの
か。アイヌおよびアイヌの出自
を持つ人々が、北海道の物語の
ルーツであるアイヌの歴史、今
を生きるアイヌについて綴る。
アイヌ民族の歴史と現状の概要
も収録。

中村　哲読売新聞文化部 /編　　

ナゾに満ちた船の内部を大公開！

中村　辰美　　

覚え違いタイトル集

きょうだいたちの生き方と葛藤

ヤングでは終わらないヤングケアラー

ひと目で問題を解きたくなる！

解きたくなる数学

佐藤　雅彦 /他　　

世　界　の　海　賊
海を愛した無法者たちの夢

彼はなぜエベレストに挑み続け
たのか ? 登れるはずのない最難
関のルートを選んだ理由とは ? 
滑落死は本当に事故だったのか ? 
凍傷で指を失いながら七大陸最
高峰単独無酸素登頂を目指した
登山家・栗城史多の秘密に迫る。

キャンプで自宅で大活躍！

枠と箱から木工の基礎を学ぶ

参拝ガイド　英訳付き レジェンド馬 70 頭をカラー写真で紹介

変形する不思議なペーパーアート 僕と姉ちゃんのふたり暮らしの記録

黒板五郎の 20 年の日々を追体験

心に響く美しいメロディの名曲 77

 感動するほど楽しい！七厘の本

木組みの完全テクニック

 カスタムできる球体ポップアップカード

 清水寺のみほとけ

 デス ・ ゾーン

 はじめてでも最後まで弾ける大人のピアノ

 進め！僕の姉ちゃん

 『北の国から』 黒板五郎の言葉

月本　せいじ　　

杉田　豊久　　

坂口　一真　　

河野　啓　　

丹内　真弓　　

　　

益田　ミリ　　

倉本　聰･碓井　広義　　

根立　研介　　

るるぶ編集部　　

石原　真衣

書物ゆかりの地を訪ねる 中村哲が本当に伝えたかったこと

史書を旅する

家族の形を丁寧に描く小説のｺﾐｯｸ版

 そして、 バトンは渡された

 自宅でできるキックボクササイズ

瀬尾　まいこ /原作・田川　とまた /漫画　　

北海道の温泉 555 湯を全て紹介

 決定版北海道の温泉まるごとガイド

小野寺　淳子　　

生きるための思想と哲学

14 歳からの個人主義

カムカム　エヴリバディ
平川唯一のファミリーイングリッシュ

丸山　俊一　　

平川　唯一 /他　　

ウィンターレジャー、街歩きに！

グリ－ンランド最北の村を訪ねて

 狩りの思考法

角幡　唯介　　



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。）

農家が教える足場パイプ＆塩ビパイプで便利道具
農文協

1 日１分名作 ・ 名曲で健康音読

塩田　久嗣　

新型コロナワクチンよりも大切なこと
次なる変異株を恐れない

本間　真二郎　

弁護士になるには

お探し本は
こちらですか？

久しぶりに遊びに来た小学生の孫が百人一首をやりたいと言い出し、昔取った杵づかとばかり、
はりきった H さん (70 代･男性 )。これを機会に、もっと百人一首のことを知りたくなった。
あまり専門的ではなく、楽しく読める本はないだろうか。

『５文字で百人一首』　すとう　けんたろう / 作
役に立ったのはこんな本！→

アイデア農具・小屋・棚 DIY

いまさら聞けない箸の持ち方レッスン

中原　麻衣子　

５つのポイントで箸づかい見違える

10 年かかって、 地味ごはん。
料理下手だころこそ伝えるコツ

和田　明日香

おかあさんライフ。 毎日一緒におさんぽ編

あたふた育児のコミックエッセイ

たかぎ　なおこ　

かぎ針で編むクリスマス雑貨
ｱｯﾌﾟﾙﾐﾝﾂ　

定番のツリーやリース、 様々なオー
ナメントから、 ブランケット、 お菓子
入れ、 アドベントカレンダーなどの実
用的なものまで、 クリスマスを楽しく
盛り上げる、 フォトジェニックなかぎ
針編み作品 51 点を紹介します。

スカーフ･ストール･マフラーの巻き方
1 枚あればコーデの幅が広がる !

鈴木　香穂里 /監修　

図や表を使って、詳しく多角的に！

スッキリ ! がってん !IoT の本

安本 慶一 /他

国産アボカド栽培入門
基礎知識から栽培、料理法まで

東　愛理

介護の現場と業界の仕組み
在宅･施設･地域密着型、介護のしごと

髙山　善文

心とからだが癒される江戸の料理

お江戸ごはんの献立帖

福田　浩 /監修　

脳を活性　心と体が元気になる！

閉経完全マニュアル

いちばん親切な更年期の教科書

高尾　美穂　

山中教授、 同級生の小児脳科学者と子育てを語る

山中　伸弥・成田　奈緒子

絶対後悔しない豪雨･地震に強い住まい選び

ロングブレスの魔法

これからは災害対策が決め手！

呼吸を変えれば人生が変わる

美木　良介　

小口　悦央　

こども服をお繕い
レヴィ　奈美

正しい原因を知り、 それに応じた対
策をとれば、 夜間頻尿は改善できる
病気。 泌尿器科の名医が、 誰でも
すぐに簡単に取り入れられる、 夜間
頻尿の改善方法を紹介します。

光とインテリアで整う

最高のテレワーク空間

尾田　恵　

優秀な経営者は「たたみ方」が上手い

本当に賢い会社のたたみ方
花本　明宏

「攻めた失敗」でわかる成功への近道

荒木　博行

飯島　一孝

世界 「失敗」 製品図鑑

正しく怖がるフィッシング詐欺

わくわく！納得！手話トーク

なるには BOOKS

気軽に手話のことを知ろう！

給与明細から読み解くお金のしくみ
高橋　創

松岡　和美 /著・高野　乃子

日本についての 42 の質問

つくりながら楽しく学べる

これが日本の正体！

これだけで基本がしっかり身につく
HTML/CSS＆Ｗeｂデザイン１冊目の本

竹内　直人・竹内　瑠美

池上　彰

偽物のメールや SMS で、偽物の
Web サイトへ誘導して、被害者か
ら個人情報を盗み出すフィッシン
グ詐欺。事例とともに、フィッシ
ングサイトの見分け方、自分の身
の守り方などを解説する。

デジタル終活がわかる本 きちんと読んだことありますか？

デジタル遺品の探しかた･しまいかた、 残しかた + 隠しかた

大角　祐介

伊勢田　篤史･古田　雄介

すいすい編めていくつも作りたくなる

かぎ針編みのおざぶとかご

青木　恵理子 /他　

applemints　

平澤　精一　
朝までぐっすり！　夜中のトイレに起きない方法

かわいいマスクカバー

新しい時代の「子育ての極意」

1 日で完成！かぎ針で編む

おとなもこどももやってみよう！

（911.1 ス )

小学生のお孫さんには『ちはやと覚える百人一首』はいかがでしょうか。
歌の意味が５文字でわかる、おもしろうんちく本です。



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  31

                

12 月

図書テーマ展示

「クリスマス絵本展」

12/1 ㈬～ 25 ㈯

図書整理日

世界一美しい春の庭、
天然記念物に指定され
た大フジ棚の紫のカーテ
ン、 中国最古の皇室庭
園の湖に咲く可憐なスイ
レン…。 世界各地のお
花畑を紹介します。

コタンの春
“十津川光子” という作家をご存じでしょ
うか︖新十津川町出身の作家で、 浅
海さち子という筆名で書かれた 「谷間の
精霊たち」 という小説が 1974 年、 太
宰治賞を受賞しています。 「コタンの春」
の存在は知りながら、 新十津川町の図
書館には所蔵がなく、 長い間 “幻の本”
でしたが、 この度、 所蔵することができ
ました。 北海道が舞台の物語をどうぞ
一度お読みいただけたらと思います。
( 閉架書庫に保管しておりますので、 閲覧希望の
方はカウンターへお申し出下さい。 )

追悼　瀬戸内寂聴さん

ギャラリー展示

「旅ガール、 地球３周分のときめき」
田島　知華

「寂聴　残された日々」 「笑って生ききる」

郷土の本

郷土資料の収集にご協力ください。

写真でめぐる美しい世界
世界各地の美しい風景写真の本を展示します。 11 月 9 日に 99 歳でご逝去されました瀬戸内寂聴さんを追悼して

著作の展示を行っています。

十津川　光子

「世界で一番美しい
　　　　　お花畑への旅」

女子 1 人、 バックパッ
カーでカラフルな世界を
歩く ! インスタグラムで
人気急上昇の著者が
旅した 40 カ国 115
都市を、 120 枚の写
真で紹介する。

瀬戸内　寂聴

災厄の記憶、 文人た
ちの思い出から、 若い
世代へのエール、 コロ
ナ禍での新たな生活ま
で、 まもなく 100 歳
を迎える著者が、 いよ
いよ託す人生の記録。

泣きたいときは辛抱しな
い。 現世なんてサンドイッ
チのハムより薄い…。 健
康・夫婦・子育て・老い ・
人づきあい。 迷ったら立ち
戻りたい瀬戸内寂聴の熱く
優しい希望のことばを紹介
する。

クリスマスの絵本やクリスマスに
関連する本の展示をします。

（展示中の本は貸出可能です。）

瀬戸内　寂聴

「松尾大山書展」

1/8 ㈯～ 20 ㈭

新十津川町在住の松尾大山さ
んによる、 臨書や創作の書を
14 作品展示します。

年末休館 年末休館年末休館

１月は 7 日 ( 金 )10 時より開館いたします。


