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この旅で、 私は本当に変わってしまった。 覚
醒し、 物の見方が一変し、 私の人格は焼き
焦がれるように変状した…。 「極夜行」 で日
本の探検界に衝撃を与えた著者が新たなる
冒険に挑んだのは植村直己が消息を絶った年
齢と同じ、 四十三歳だった。
芦別出身の冒険家として知られる角幡唯介
の新しい冒険記。 巻末のグリーンランドの地
図を広げながら、 未知なる世界に浸ってみて
はいかがだろうか。

『狩りと漂泊』　裸の大地　第一部

角幡　唯介　　

　　　　　　小寺卓矢
スライドトーク＆ワークショップ

行 事 の お 知 ら せ

お 知 ら せ

    子ども向けのスライドトークと
    自然の工作を行います。 

   ５月 22 日（日）13：30 ～ 15：30

　対象　幼児・児童（幼児は保護者同伴）
　定員　15 名　※町内者優先
　申込受付期間　５月１日（日）～５月 15 日（日）
　　※定員になり次第締め切ります

　　　 参加料　無料

　　 ※得キッズ 100 ポイント付与事業

ギャラリーでは 5月 22 日より「小寺卓矢写真展」を行っ

ています。(詳しくはインフォメーション欄をご覧ください。)

「ペットボトルキャップ回収」 の終了

ペットボトルキャップの図書館での回収は
終了しましたので、お知らせいたします。

今月の表紙



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）

ア　ル　ツ　村
認知症の「いま」に斬り込む衝撃作！

南　杏子北朝鮮の陸海空軍による大規
模軍事演習で、拉致被害者女
性を連れて、日本への亡命を
決行した桂東月。朝鮮人民軍
の攻撃をくぐり抜け、東月た
ちは日本に辿り着けるのか -。

脱　北　航　路
月村　了衛

世界一きれいで遠い遠距離恋愛の物語

女形の夫とその女房の恋物語

シ　ェ　ア

おんなの女房

ひまわりは恋の形

あやしい六人の女たちの住む家

真梨　幸子

蝉谷　めぐ実

宇山　佳佑

部屋にまつわる不思議な７つの話

おしゃべりな部屋

川村　元気・近藤　麻理恵

周囲で起きている異変に気づけるか

シン・人間失格者の世界

新しいダークヒーロー誕生！

千成屋お吟、よろず相談お受けします

七人の時代小説家が競作

二重らせんのスイッチ

引力の欠落

彼女が知らない隣人たち

月　　の　　王

菜の花の道

五分後にホロリと江戸人情

あさの　あつこ

辻堂　ゆめ

馳　星周

藤原　緋沙子

上田　岳弘

風野　真知雄

身に覚えのない強盗殺人容疑
で逮捕された雅樹。犯行現場
に残された DNA は、雅樹の
ものと一致。防犯カメラに
映っていたのは、まぎれもな
く自分。自らの記憶、精神を
も疑いはじめた矢先…。

生皮　あるセクシャルハラスメントの光景

泣き虫先生

誰かがこの町で

ショートケーキ。

すべての恋が終わるとしても

ついでにジェントルメン

心 心　東京の星、 上海の月

ねじめ　正一

感動屋の「泣き虫先生」と少
年野球チームの監督「チビカ
ン」、バッテリーを組む卓也と
清田。揺れ動く少年の心、迷
い戸惑う大人の心。市井の人々
の心の機微をていねいに描く。

人気講師が性暴力で告発された

戦後ハリウッドで奮闘した特
殊造形師・マチルダ。現代ロ
ンドンの CG クリエイター、
ヴィヴィアン。CG の嵐が吹
き荒れるなか、映画に魅せら
れた 2 人の魂が時を越えて共
鳴し…。

甘くてすこし酸っぱい５つの物語

平和な町で起こる事件は連鎖して…

140 字の恋の話

坂木　　司

上野　歩

柚木　麻子

冬野　夜空

石田　衣良

若手外科医の隆治は、受け持ち
患者が増え、大きな手術も任さ
れるようになった。友人の癌患
者・葵は明るく隆治を振り回す
が、病状は明らかに進行してい
て…。現役外科医が生と死の現
場をリアルに描く、シリーズ第
4 弾。

目指せ声優！青春ストーリー

佐野　広実

井上　荒野

世界の見え方がちょ～っとだけ変わる

深緑　野分
スタッフロール

仕事がうまくいかず、実家の飲
食店用品店に逃げ帰ってきたミ
チカと、同じ商店街で働く同級
生のユイ。反りが合わないふた
りだけれど、一緒にいるうち、
商店街で小さな奇蹟を巻き起こ
し…。お仕事青春小説。

チョウセンアサガオの咲く夏

羊毛フエルトの比重

さよならに反する現象

剣持麗子のワンナイト推理 やめるな外科医

高森　美由紀

乙一

中山　祐次郎新川　帆立

手芸店に勤めて 10 年の紬。リス
ペクトのない職場、ご都合主義の
彼氏、微妙な親子関係など毎日の
小さなモヤモヤが、大好きな手芸
の時間まで侵食しつつあった。こ
のままでいいのか? 30歳・紬の「自
分を取り戻す」物語。心霊写真に写りたい幽霊が出

会ったのは、心霊写真を作る
ことが趣味の青年で…。「悠
川さんは写りたい」をはじめ、
全 5 編を収録した、乙一作家
生活 25 周年記念短編集。

ミステリー、ホラー、サスペンス、
時代、ユーモアなど、デビュー
以降の短編をまとめた、柚月裕
子の初オムニバス短編集。表題
作をはじめ「サクラ・サクラ」、
佐方貞人シリーズスピンオフ

「ヒーロー」などを収録。亡くなった町弁のクライアント
を引き継ぐことになってしまっ
た剣持麗子。大手法律事務所で
働くかたわら、主に深夜に一般
民事の相談にも乗る羽目に…。

「元彼の遺言状」のヒロインが
徹夜で謎解きするミステリー短
編集。

柚月　裕子

料理道具屋にようこそ



ノンフィクション・エッセイ・他

外国の文学

永井　みみ

春

時代に取り残された老演出家リチャー
ドは打ち合わせをすっぽかして北へ向
かう。 移民収容施設で心を殺して働
くブリタニーは、 少女フローレンスを追っ
て列車に乗り、 スコットランドの片田
舎でリチャードと出会い…。

公　孫　龍　巻２　赤龍編

宮城谷　昌光

命を狙われ、商人となったその後…

夏井いつき、 俳句を旅する
夏井　いつき

爆　　弾
呉　勝浩

都民 1400 万人を人質にとる
無差別爆破テロ。爆弾の在り
処の手がかりは、容疑者と思
しき中年男が出す “クイズ”
のみ。狭小な取調室の中で、
正体不明の容疑者と警察の戦
いが始まる。

江戸期の俳人から現代を生きる市
井の俳人の句まで、 様々な作品を
取り上げ、 初心者でも親しめるよう
勘所を押さえて解説する。 暮らしの
エッセイ、 季語解説も収録。

遺　す　言　葉

もう今夜死んでも不思議ではな
い年齢だ。今となっては、何も
思い残すことはない。書き足り
ない想いもない -。瀬戸内寂聴
が編集長を務めた『寂庵だより』
2008～2017 年の随想をまとめ
る。

瀬戸内　寂聴

いい人じゃなきゃダメですか

世の中のアレコレ、全部楽しむ ちいさな世界

道徳教室

カムカムマリコ

猫に教わる

せな　けいこ

南木　佳士

髙橋　秀実

林　真理子
私のおさげ 短いおさげ やっと結ん
だ 小さなおさげ 二匹の兎の しっぽ
みたいよ ( 「おさげ」 より ) せなけ
いこが長年小さなノートに書き溜め
た詩から 17 編を厳選し、 温かく
ユーモラスな絵とともに収録する。

認知症になったあと脳梗塞で入院し
た 90 歳の母に、 変わらぬ愛を注ぐ
98 歳の父。 彼らの娘であり、 同名
ドキュメンタリー映画を監督 ・ 撮影し
た著者が、 夫婦の絆を綴る。

猫の母子から教わったこと。 山菜
を採り、 うどんを作る春の行事。
同窓会嫌いの弁。 本を棄てる話
…。 医師として作家として人間を
見つめてきた著者の滋味ふかいエッ
セイ集。

編集者とタブレット
ポール・フルネル

ベテラン編集者ロベール・デュボアは、
ある日突然会社から何本もの原稿が
入ったタブレットを渡され…。 紙に埋
もれて生きてきた老編集者が、 デジ
タル出版の波に当惑しながらも、 軽
やかに飄々と超越していく姿を描いた
物語。

楽しいものを探す、のんびりす
る、美味しいものを食べる、ゆっ
くり睡眠をとる、趣味を見つけ
る。認知症と友だちになった私
は、医師から生活習慣のアドバ
イスを受け…。89 歳、うつを
克服した著者が「いまの私」を
綴る。

老いの正体
森村　誠一

ぼけますから、 よろしくおねがいします。 　おかえりお母さん
信友　直子

ブルックリンの死
アリッサ・コール

ブルックリンの一角。 シドニーは古くか
らの隣人がつぎつぎと新しい住民に入
れ替わっているのに気づく。 そんな中、
彼女は地域の歴史探訪ツアーを新住
民のセオと企画するが…。 都市再開
発の負の側面を背景にしたスリラー。

アリ・スミス

すばる文学賞受賞作

ミシンと金魚

夏が破れる

マスカレード ・ ゲーム

端午のとうふ

新庄　　耕

東野　圭吾

山本　一力 /他

江戸人情短編傑作篇

いじめをきっかけに不登校と
なっていた中学生の進は、親
の勧めで夏の 2 ケ月を沖縄の
離島で過ごすことになる。大
人たちの恐ろしい素顔を目の
当たりにした進は、命がけの
脱走を図るが…。

解決の糸口すらつかめない 3
つの殺人事件。共通点は、被
害者がみな過去に人を死なせ
た者であることだった。被害
者たちを憎む遺族らがホテル・
コルテシア東京に宿泊するこ
とが判明し、新田浩介は再び
潜入捜査を開始する -。

あっという間
南　伸坊

電車内のエチケット、 賽銭ドロボー
の作法、 ボケ防止の呪文、 はじめ
ての大腸検査、 おじいさんのお正
月…。 どこかクリエイティブで冗談み
たいなホントの話を綴る。

タダキ君、 勉強してる？

西山忠来少年は、 いかにして伊集
院静となったのか。 故郷の師から夜
遊びの友まで、 人生を導いてくれた
凄い 「先生」 たち。 その出会いと
学び、 恥ずかしいことを語る。

伊集院　静



歴史・社会・教育・自然・知識

趣味・娯楽・旅・スポーツ

ああ

　　

　　

文章を書くための 14 のレッスン

関根　健一　　

 自転車キャンプ大全
自転車 + キャンプは最高に楽しい！

　　

田村　　浩　　

８０　歳　の　壁

と　な　り　の　ハ　ト
豊饒の海と豊穣の大地、銀鱗煌め
く清流と湖。四季それぞれに異な
る食材や料理がはっきりと区別で
きる北海道。無類の食いしん坊を
自認する発酵学の第一人者が、備
忘録やメモをもとに、北の大地の
食随想を四季別に綴る。

和田　秀樹　

苦しいときでも、 一歩前へ！
バスケ日本代表が語るポジティブ思考のコツ

自衛隊ライフを赤裸々告白

陸上自衛隊ますらお日記

ぱやぱやくん　原田　みどり /イラスト　　

文章がフツーにうまくなるとっておきのことば術

みんなで考える脱炭素社会
脱炭素へ向けた挑戦を！

松尾　博文　　

91 歳の大道芸人の不可思議な魅力

 ギリヤーク尼ケ崎という生き方

 地球の果ての歩き方

地球の歩き方 BOOKS　　

髙田　真希　

７人の名将が明かす野球指導の秘訣

 中学野球部の教科書

大利　　実　　

北海道の人気スポットを紹
介するほか、 遊び方、 グ
ルメ、 みやげなどをガイドす
る最新ガイドブック。

様々な地球の 「果て」 の地を紹介

 　　　　　　るるぶ情報版　
札幌 ・ 十勝帯広 ・ 知床阿寒

ねこまき　　

今　　市子　　

40 周年記念　コボちゃんワールド

大吉じいさんとタマの島だより

妖魔たちと出会う摩訶不思議な物語

 百鬼夜行抄　19

 ねことじいちゃん　8

後藤　　豪　　

身近な生き物の知られざる世界

柴田　佳秀　　

いい子症候群の若者たち

辞書より面白くてためになる

推し、沼、尊い…を英語では？三日坊主、先延ばしには理由があった

世界が広がる推し活英語

漢字の語源図鑑

先生、 どうか皆の前でほめないで下さい

性格４タイプ別習慣術

金間　大介　　

小泉　武夫　　

古川　武士　　

平山　三男　　

劇団雌猫 /監修　　

ディストピア・コミック

競技レベルを１ランク上げるために

新しい家族の元へ届けるまで

お散歩で見つけた草花でつくる

なぜ彼は独り勝ちなのか

路線バスと徒歩で歩く 1612 キロ

コボちゃん傑作選

北海道サッカーの挑戦

保護猫の育て方

子どもと楽しむ雑草ブーケ＆室内飾り

「おくのほそ道」 をたどる旅

野　村　萬　斎

越山　賢一　　

植田　まさし　　ハンナ・ショー　　

へんみ　ゆかり　　

中村　雅之　　

下川　裕治　　

北海道を味わう

 夢　み　ご　こ　ち

フジモト　マサル　　

鏑　木　清　方

逝きし日の面影、 市井の暮らし、
人が醸し出す魅力…。 それぞれ
の美しさを鮮やかに描いた日本画
家 ・ 鏑 木 清 方。 そ の 作 品 を、
各ジャンルで活躍する研究者や評
論家らがそれぞれの切り口でセレク
トし、 魅力を浮かび上がらせる。

鶴見　香織・鎌倉市鏑木清方記念美術館

壁を越えて寿命をのばす 「正解」 とは︖

受刑者が互いの体験に耳を傾け、
本音で語りあう更生プログラムをも
つ男子刑務所がある。 日本で初
めて 「塀の中」 を長期撮影した
著者が、 「語ること」 の繊細なプ
ロセスを伝えるノンフィクション。

プリズン ・ サークル
坂上　香　　

台湾の政治と経済、 社会、 文化…

生まれたのも一人、 死ぬのも一人。

孤独を抱きしめて

台湾を知るための７２章

下重　暁子　　

赤松　美和子・若松　大祐　　

贅を凝らした豪商の別邸建築、
明治の煙草王が築いた京都の迎
賓館、銀行としてにぎわった格
調高い空間…。名建築の趣とと
もに、おいしい食事・お茶・持
ち帰りを味わえる、京都の建物
を紹介します。

 歩いて、 食べる京都のおいしい名建築さんぽ
甲斐　みのり

 ソロ ・ ウクレレ BOOK

鈴木　智貴

憧れのソロ・ウクレレ演奏ができる！



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

情に
棹さ
せば
流さ

エダマメ　インゲン　ラッカセイ　ソラマメ　エンドウ　

澤木　一貴　

生後すぐからできる赤ちゃんの筋トレあそび

川島　智世　

地域人材を育てる手法
中塚　雅也・山浦　陽一

いま、 地域のさまざまな場面で 「くらし」
と 「しごと」 を引き継ぐ人材が切実に
求められている。 ため池管理や草刈り、
集落営農や継業、 地域運営組織な
ど 9 つの先進事例から、 新しい人材
育成の仕組みと手法を提言する。

ちょっと寄り道
しませんか？

趣味の園芸　12 か月栽培ナビ

もう一度、運転技術を学びたい！

会議を進める技術

トップ整理収納アドバイザーが指南

脱ペーパードライバー

30 分ファシリテーション

会社の片付け！

前田　鎌利

川井　かおる・須藤　昌子 森下　えみこ /著・イラスト

どんな肉も最高においしくなる

スタイリストが教える着こなしのコツ

楽しく身体を動かして運動大好きに

低温調理の 「肉の教科書」

手持ちの服でなんとかなります

杉山　律子　

樋口　直哉　

その２　「女優本」 の棚の巻
女優さんが書いた本、というとあなたはどの棚を思い浮かべますか？
実は分類でいうと、芸術の分野に入り、音楽などの棚の並びにひっそ
りと収まっています。樹木希林や吉永小百合といった名女優から、片
桐はいりなど、個性的な女優、そして杏など若手女優など、様々な女
優さんの本音が聞ける本があります。

いつもの図書館の立ち寄りルートをはずれて、普段は行かないジャンルの世界にちょっと寄り道してみませんか？　

カウンター

ギャラリー

おはなしの
とびら
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ちょっと寄り道
しませんか？

200 年続く伝統の味と発酵の技

イライラ、クヨクヨは鉄分不足？

101 の国と地域のカレー、大集合！

ナチュラルだけど、かっこいい！

ちょっとの工夫で最大限活用

ファッション・メイク・生活スタイル

デットスペース DIY

春夏秋冬のハーバルレシピ

ぬか床づくり

心とからだが元気になる鉄分レシピ

世界のカレー図鑑

世界一簡単なメンズメイクの教科書

60　代　か　ら　輝　く　！

下田　敏子　

小田　真規子　

地球の歩き方編集室 /編　

石井　麻紀子　

藤原　民子　

西日本ヘアメイクカレッジ、ZENON　

50 代からの骨粗鬆症対策の献立

オレンジページ　

コツコツ小掃除を習慣化すれば、 汚
れはたまらない ! 日々暮らすなかで
見つけた 「できるだけ効率よく、 ラク
して家をキレイにする方法」 を紹介
する。 忙しい人のための 3 日間でで
きる大掃除スケジュールも収録。

伊能　美緒　
ハーブは心身、 暮らしをサポートして
くれる力を秘めた植物。 ハーブの蒸
気吸入、 化粧水、 シロップ、 キッ
チンソープ、 正月飾りなど、 春夏秋
冬それぞれの季節で楽しめる 67 種
類のレシピを紹介します。 ハーブの
育て方も掲載。

藤田　智

コールセンターもしもし日記
吉川　　徹

怒鳴り声、 金の要求、 熱心な誘い、
迷演技…。 派遣オペレーターの実体
験をもとに、 知られざるコールセンター
の実態だけでなく、 電話する側と受け
る側の生々しい攻防、 そしてそこに生
きる人たちの人間模様を描く。

2020 年度から導入された新制度

大学進学のための “返さなくてよい” 奨学金ガイド

給付型奨学金 /編

知っておきたい５つの制度

おひとりさまの死後事務委任

島田　雄左・吉村　信一

なるには BOOKS 自然巣枠でラクラク飼える

はじめての自然養蜂土木技術者になるには
三上　美絵 岩波　金太郎

大人ごはんと同時に作れる
つくりおき＆つくりわけ幼児食

黄川田　としえ　

1 日 1 分以内でできる ! 体幹を整
えることをベースに、正しい姿
勢や動きを取り戻す「長寿の体
幹トレーニング」の 28 日間のプ
ログラムを紹介する。

朝３分で髪美人！

フランス人妻との間に日仏ハーフ
の男児 2 人を授かった漫画家の
父。刻一刻と成長する子ども達の、
いま、この瞬間だけの姿を、父親
目線で描いた子育てコミックエッ
セイ。

ワードローブにプラス！

カルシウム豊富な簡単おかず満載

長寿の体幹トレーニング

大人のヘアスタイリングの教科書

理想の父にはなれないけれどしない掃除 つけ衿、 ブラウス、 ときどきワンピース

GARDEN

　

じゃんぽ～る西　

レディブティックシリーズ　

ラク家事研究家　みな　



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  

５　月

図書テーマ展示

5/7 ㈯～ 20 ㈮

図書整理日

プランニングから実
践まで家庭菜園は
この１冊で︕新野
菜 も 増 え て 200
種掲載。

あっちこっち湿地

「徳富南湿原」 をご存じでしょうか︖
湿原研究グループが衛星写真で見つけた、
未調査の湿原です。 雨竜町との町境にあ
り、 クマザサを何時間も漕いでようやく辿り
着く中々困難な地のようですが、 「天上の
楽園」 という言葉を思い浮かべるほど美し
い場所であるとこの本には記されています。
ほんの１ページですが、 その徳富南湿原の
様子を写真とともに紹介しています。

戦争って、 平和って、 なんだろう

ギャラリー展示

「ステップアップ北の家庭菜園」
有村　利治

「池上彰の君と考える戦争のない未来」 「へいわとせんそう」

郷土の本

郷土資料の収集にご協力ください。

今年は何を育てましょう？
家庭での菜園づくりに役立つ本を展示します。
今年は新しい野菜にチャレンジしてみませんか？

戦争のない未来の為に戦争を知って、考えて、話し合ってみませんか。

北海道博物館 / 編

「藤田智の新 ・ 野菜づくり大全」
NHK 出版 / 編

狭いスペースでもベラ
ンダだって大丈夫。
家庭菜園ライフを始
めてみよう︕

池上　彰

戦争とは何か、 戦
争をなくすためにはど
うしたらいいのかを一
緒に考えてみよう。

「へいわ」 と 「せんそ
う」 って、 何が違う
んだろう︖これまでに
ない平和絵本。

   社会福祉協議会の健康
教室 「すまいるあっぷ」 事業
に参加の高齢者の皆さんが制
作した 「手作りかるた」 を展
示します。

たにかわ　しゅんたろう /ぶん・Noritake/ え

「すまいるあっぷカルタ展」 小寺卓矢写真展

5/22 ㈰～ 6/12 ㈰

写真絵本作家 ・ 小寺卓矢さんに
よる写真展。 様々なはっぱを集め
た 『いろいろはっぱ』、 朱鞠内の
一本の桜の木を題材にした 『さくら
らら』 の写真絵本２作の写真を
展示します。

「写真絵本　いろいろはっぱ＆さくららら」

～自然と歴史をめぐる旅～


