
≪新刊案内　３月号≫

※　読みたい本がございましたら、お知らせください。

毎月、皆さんのおすすめ本を紹介しています。今回は、国井由起子さんにご
執筆いただきました。紹介された図書は図書館にございますので、読みたい
方はご連絡ください。

（２月受入分）

令和４年

「償いの雪が降る」（アレン・エスケンス／著、務台夏子/訳、東京創元社）

スケールは違えど、北米ミネソタ州の気

候は北海道によく似ている。そのミネソタ

州の大学生であるジョーは、家庭に問題を

抱えている。家族から離れたい気持ちと葛

藤しながら大学に通う日々。

ある日、課題を書くために介護施設を尋

ねると、紹介されたのは凶悪事件の犯人で

ある老人カールだった。末期癌で余命の短いカールは、ジョー

のために自分の過去を語りだす。

罪から逃れられないカール、家族を見捨てられないジョー。

ふたりの人生は激しく降る冷たい雪のようだ。

この物語の結末は、なんとなく予想がつく。しかしジョーの

行動は、最後まで予想ができなくてハラハラする。

降りつづく雪がやんだあとの、やわらかい陽射しのようなラ

ストは、寒い地方ならではの暖かさを感じた。そして心優しき

青年ジョーに拍手したくなる本でした。

標茶町図書館
【休館日】 月曜日・祝日

（月曜日が祝日の時は翌火曜日も）

【開館時間】火～木 10:00～18:00

金 10:00～19:00

土・日 10:00～17:00

ＴＥＬ ０１５－４８５－２３００

ＦＡＸ ０１５－４８５－２６０９
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分　野 著　者 書　名

　◆　ビジネス関係　◆

ビジネス 池上 彰、佐藤 優 伝え方の作法　どんな相手からも一目置かれる６３の心得

労働 竹信　三恵子 賃金破壊　労働運動を「犯罪」にする国

職業 渡辺　裕美／編著 介護福祉士になるには

林業 農山漁村文化協会 小さい林業で稼ぐコツ ２　裏山は宝の山、広葉樹の価値発見

投資 長野　彰一 一生お金に困らない山投資の始め方

　◆　教育関係　◆

読書 多賀　一郎 一冊の本が学級を変える　改訂版

特別支援 NPO法人全国LD親の会 発達が気になる子の子育てモヤモヤ解消ヒントブック　集団生活編

　◆　医療、健康関係　◆

健康 斎藤　道雄 シニアに超やさしい筋トレ・脳トレ・ストレッチ体操５０

藤木　真実／編 体を温める。　素敵なあの人特別編集

森兼　啓太 手指衛生とハンドケア

医療　 内海　洋 図解　ウイルスと除菌のことがよくわかる！本

坂井　建雄 はたらく内臓

秋下　雅弘／監修 ぜんぶわかる　高齢者のからだと病気

筧　裕介 認知症世界の歩き方

川嶋　朗 毎日の冷えとり漢方

栗原　毅 図解だからわかる 食べて飲んで中性脂肪とコレステロールをへらす本

金岡　恒治 脊柱管狭窄症　どんどんよくなる！　劇的１ポーズ大全

津川　友介 ほか 世界中の医学研究を徹底的に比較してわかった最高のがん治療

眼科 平松　類 子どもガボール

　◆　スポーツ・運動関係　◆

運動 ニュートンプレス 筋肉の科学知識　Newton別冊

居合 末岡　志保美 おうちで居合道

　◆　まちづくり・地方自治関係　◆

農業経済 齋藤　雪彦 むらづくり入門

　◆　読書・図書関係　◆

図書館 青柳　英治／編 市民とつくる図書館　参加と協働の視点から

竹田 信弥、田中 圭祐 読書会の教室

読書 NPOブックスタート／編 ブックスタートの20年

　◆　郷土・地域資料、北海道関係　◆

郷土資料.帯広 北村　嘉恵／編 吉田巖の「台湾学事視察旅行」関係資料

地理・紀行 長坂　清臣 北海道縦断　徒歩の旅絵日記

写真集 田村　悦子 クルミとミルクの男鹿物語　～ありがとうクルミ～

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

- 2 -



分　野 著　者 書　名

《哲学・宗教》

人生訓 加藤　諦三 不安をしずめる心理学

《歴史・地理》

日本史 平井　美帆 ソ連兵へ差し出された娘たち

《社会科学》

政治 尾中　香尚里 安倍晋三と菅直人　非常事態のリーダーシップ

警察 誉田哲也＆チーム五社 誉田哲也が訊く！　警察監修プロフェッショナルの横顔

民法 竹内　亮 自分で書く「シンプル遺書」　簡単なのに、効力抜群！

社会学 ジェシカ・ブルーダー ノマド　漂流する高齢労働者たち

定年 長尾 義弘、福岡 武彦 定年の教科書

社会病理 ダルク ネットトラブルQ&A

手話 豊田　直子 動画で学ぶやさしい手話

民俗 えいとえふ 世界怪異伝説辞典

《自然科学》

動物学 安彦　嘉浩 ほか 動物園めぐり　zoo trip

《技術・工学》

建築 マイケル・ケリガン いつかは訪れたい　美しき世界の教会

パソコン 技術評論社編集部 今すぐ使えるかんたんExcel2021

　　〃 今すぐ使えるかんたんWord2021

スマートフォン 増田　由紀 いちばんやさしい６０代からのⅰPhone

裁縫 くぼしま　りお 魔法のクローゼット　50代になった娘が選ぶ母のお洋服

手芸 遠藤　佐絵子 クロスステッチで楽しむアンティークタイルの模様

尾崎　歩美 手縫いでちくちく　どうぶつぬいぐるみ

ブティック社 帯で作る大人のバッグ　帯を素敵にリメイク

理美容 寺林　陽介 瞬間たるみ流し　１分でわかる限界を超えて顔が引き上がる！

料理 足立　昭子／編 ホットケーキミックスでおうちカフェ焼き菓子

市瀬　悦子 はじめてのスープ弁当

オムライスのプロ 世界一おいしい　バズる！オムライスレシピ

加藤　里名 そのまま食べてもおいしい！ふわふわスポンジ生地のお菓子

藤井　恵 「からだ温め」万能だれで免疫力アップごはん

　　〃 植物性たっぷり×動物性ちょっぴりおいしすぎるたんぱく質おかず

武蔵　裕子 焼くだけ絶品グリルレシピ

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）
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分　野 著　者 書　名

《産業・商業》

農産物加工 田口 護、田口 康一 カフェ・バッハ コーヒー焙煎の技術　基礎から学ぶ

観光事業 笠原　一郎 ディズニーキャストざわざわ日記

《芸術・美術》

絵画 熊田　司 もっと知りたい　佐伯祐三　生涯と作品

中野　京子 絵の中のモノ語り

漫画技法 黒田　清桐　 「服のシワ」の描き方教室

漫画 ルネー・ノールト 侍女の物語　グラフィックノベル版

紙工芸 森　珠美 マステで素敵にアレンジ　楽しいギフトと飾りつけ

アニメ スタジオジブリ スタジオジブリ全作品集

香道 椎名　まさえ／監修 心と体に効く　お香のある生活

《文学》

児童文学研究 ちば　かおり 図説　花開くアメリカ児童文学

日本文学 瀬尾　まなほ ＃寂聴さん　秘書がつぶやく２人のヒミツ

湯川　豊 海坂藩に吹く風　藤沢周平を読む

俳句 夏井　いつき 句集 伊月集　鶴

川柳 みやぎシルバーネット／編 笑いあり、しみじみあり　シルバー川柳　ああ夫婦編

小説 赤松　利市 饗宴

秋月　達郎 小説　刀剣幻想曲

秋吉　理香子 サイレンス（文庫）

朝井　まかて ボタニカ

朝倉　秋成 六人の嘘つきな大学生

梓　林太郎 急流富士川殺意の悔恨　旅行作家茶屋次郎の事件簿

伊岡　瞬 奔流の海

石持　浅海 新しい世界で　座間味くんの推理

伊東　潤 威風堂々　上　幕末佐賀風雲録

伊東　潤 威風堂々　下　明治佐賀風雲録

岩井　圭也 竜血の山

宇佐見　りん かか

江國　香織 ひとりでカラカサさしてゆく

太田　紫織 涙雨の季節に蒐集家は、　夏に遺した手紙（文庫）

恩田　陸 愚かな薔薇

垣谷　美雨 もう別れてもいいですか

（１月受（１月受（１月受（１月受

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）
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分　野 著　者 書　名

神楽坂　淳 うちの旦那が甘ちゃんで　鼠小僧次郎吉編（文庫）

金原　ひとみ ミーツ・ザ・ワールド

神田　茜 下北沢であの日の君と待ち合わせ

窪　美澄 朱より赤く　高岡智照尼の生涯

小杉　健治 獄門首　栄次郎江戸暦 27（文庫）

　　〃 向島・箱屋の新吉 新章(二)　忍び寄る危機（文庫）

今野　敏 探花　隠蔽捜査 ９

西條　奈加 六つの村を越えて髭をなびかせる者

佐伯　泰英 鎌倉河岸捕物控 ７　下駄貫の死（文庫）

桜庭　一樹 少女を埋める

笹本　稜平 山狩

佐藤　青南 お電話かわりました名探偵です　リダイヤル（文庫）

塩田　武士 騙し絵の牙（文庫）

ジャン・グリシャム 冤罪法廷（上・下）（文庫）

砂川　文次 ブラックボックス

橙乃　ままれ まおゆう魔王勇者　①「この我のものとなれ、勇者よ」「断る！」

　　〃 まおゆう魔王勇者　②忽鄰塔の陰謀

　　〃 まおゆう魔王勇者　③正鍵遠征軍

　　〃 まおゆう魔王勇者　④この手でできること

　　〃 まおゆう魔王勇者　⑤あの丘の向こうに

　　〃 まおゆう魔王勇者　エピソード０　砂丘の国の弓使い

中島　久枝 浜風屋菓子話　日乃出が走る（一）新装版（文庫）

　　〃 浜風屋菓子話　日乃出が走る（二）新装版（文庫）

　　〃 浜風屋菓子話　日乃出が走る（三）新装版（文庫）

なかにし　礼 血の歌

中山　七里 おわかれはモーツァルト

　　〃 鑑定人　氏家京太郎

七尾　与史 無邪気な神々の無慈悲なたわむれ

西村　京太郎 土佐くろしお鉄道殺人事件

額賀　澪 世界の美しさを思い知れ

乗代　雄介 皆のあらばしり

誉田　哲也 アクトレス

町田　そのこ コンビニ兄弟 ２　テンダネス門司港こがね村店（文庫）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）
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分　野 著　者 書　名

小説 町田　康 男の愛　たびだちの詩

真梨　幸子 一九六一東京ハウス

村山　早紀 桜風堂夢ものがたり

群　ようこ おネコさま御一行　れんげ荘物語

森　真沙子 箱館奉行所始末　異人館の犯罪（文庫）

　　〃 箱館奉行所始末 ２　小出大和守の秘命（文庫）

　　〃 箱館奉行所始末 ３　密命狩り（文庫）

　　〃 箱館奉行所始末 ４　幕命奉らず（文庫）

　　〃 箱館奉行所始末 ５　海峡炎ゆ（文庫）

エッセイ．評論 岸本　葉子 モヤモヤするけどすっきり暮らす

小林　信彦 日本橋に生まれて　本音を申せば

瀬尾　まなほ 寂聴さんに教わったこと

瀬戸内　寂聴 その日まで

瀬戸内 寂聴、瀬尾 まなほ 今を生きるあなたへ

乗代　雄介 掠れうる星たちの実験

やなせ　たかし ボクと、正義とアンパンマン

山田　詠美 吉祥寺ドリーミン　てくてく散歩・おずおずコロナ

養老　孟司 養老先生のさかさま人間学

実録 金田　信一郎 ドキュメント　がん治療選択

村井　理子 家族

《雑誌》 ＮＨＫ出版 きょうの健康　2022年３月号

　　〃 きょうの料理　2022年３月号

　　〃 すてきにハンドメイド　2022年３月号

親子読書地域文庫全国連絡会 子どもと読書　2022年３・４月号　№452

集英社 ＬＥＥ　２０２２年３月号

主婦と生活社 コットンタイム　2022年３月号

小学館 サライ　2022年３月号

太陽 クォリティ　2022年３月号

デーリィマン社 DAIRYMAN　2022年２月号

ぶらんとマガジン社 ＨＯ　2022年４月号　vol.173

文藝春秋 文藝春秋　2022年３月号

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）
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【 児 童 図 書 】

『蛾 姿はかわる』

イザベル・トーマス/文、ダニエル・イグヌス/絵、

青山 南/訳、化学同人

イギリスの小さな蛾「オオシモフリエダシャク」。工業暗

化により、まだらもようの羽をもつ蛾よりも、真黒な羽をも

つ蛾が優勢となるが…。蛾が環境に適応することにより、ど

う変化していったかを、わかりやすく描いた絵本。

『宇宙への扉をあけよう ホーキング博士の宇宙ノンフィクション』

ルーシー・ホーキング、スティーヴン・ホーキング/著、

さくま ゆみこ/訳、佐藤 勝彦/日本語版監修、岩崎書店

「ホーキング博士のスペース・アドベンチャー」シリーズに集録され

ていた「科学コラム」等をテーマ別に構成。関係する科学者の紹介や用

語解説なども掲載した、宇宙を目指す子どもの入門ガイド。

『とりあえず とりのはなし』

おくはら ゆめ/作、あかね書房

短編童話ならではのおもしろさを味わう全３話の連作集。小さな

はなこが主人公の「スズメのはなし」、まじめなしろさんが主人公

の「メンフクロウのはなし」、やまさんと以外な友だちが主人公の

「ヤマシギのはなし」を収録。

『街どろぼう』

junaida/著、福音館書店

大きな山のてっぺんに巨人がひとりきりで住んでいました。さびしく

なった巨人はある晩、ふもとの街におりていき、一軒の家をこっそり持

ち帰ります。それから何度も家やお店を山のてっぺんに持ち帰りますが

…。
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分　野 著　者 書　名

《哲学・宗教》

道徳 宮武　久佳 自分を変えたい

《歴史・地理》

ヨーロッパ史 池上　俊一 ヨーロッパ史入門　原形から近代への胎動

　　〃 ヨーロッパ史入門　市民革命から現代へ

伝記 野間　与太郎 北条義時　学習漫画世界の伝記NEXT

《自然科学》

宇宙
ルーシー＆スティーヴ
ン・ホーキング

宇宙への扉をあけよう　ホーキング博士の宇宙ノンフィクション

地球
アレクサンドラ・ミ
ジェリンスカ

国立公園へ行こう！　イエローストーンからコモドまで

鎌田　浩毅／監修 日本の大地　つくりと変化 ３　火山による大地の変化

　　〃 日本の大地　つくりと変化 ４　地震による大地の変化

小西　哲之/監修 ＣＯ２はどこへ行くのか？

動物 浅川　千尋/監修 動物愛護ってなに？

キャサリン・バー 自然を再生させたイエローストーンのオオカミたち

医学 ふじもと　みさと 命を救う　心を救う

松本　俊彦 世界一やさしい依存症入門　やめられないのは誰かのせい？

《文学》

日本のよみもの 秋木　真 少年探偵響 ⑧　無人島の不可能ミステリー！？の巻

綾　真琴 ぜんまいじかけのトリュフ　おかしの国のお姫さま

あんの　まる トップ・シークレット①　この任務、すべてが秘密で超キケン

石崎　洋司 ６年１組黒魔女さんが通る！！ 04　呪いの七夕姫！

井嶋　敦子 ひまりのすてきな時間割

伊藤　クミコ ぼさにまる　ぼさぼさだっていいじゃない！

伊藤　みんご 小説　ゆずのどうぶつカルテ ９

大山　淳子 あずかりやさん　満天の星

おくはら　ゆめ とりあえず　とりのはなし

角野　栄子 ケケと半分魔女　魔女の宅急便 特別編その３

こぐれ　京 鎌倉の姫将軍　北条政子

斉藤　洋 斉藤洋のゴースト・ストリート②　水色の不思議

　　〃 斉藤洋のゴースト・ストリート③　モノクロームの不思議

佐川　芳枝 ばけねこキッチン

宗田　理 ぼくらの悪校長戦争

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）
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分　野 著　者 書　名

時海　結以 きずなの兄弟と鎌倉殿　曽我物語

中川　李枝子 たんたのたんけん　改訂版

　　〃 たんたのたんてい　改訂版

廣嶋　玲子 お天気屋と封印屋　十年屋と魔法街の住人たち ３

　　〃 はんぴらり！ ④　きけんなきけんな鬼退治

藤重　ヒカル 不思議屋敷の転校生

宮下　恵茉 好きって言って！②　良縁祈願屋、はじめます！

　　〃 ひみつの魔女フレンズ ３　遊園地で魔法のやくそく☆

山口　タオ 願いがかなう自動はんばいき　じゃんけん必勝てぶくろ

吉河　美希 カッコウの許嫁 ③

外国のよみもの
キャロル・アントワ
ネット・ピーコック

赤い糸でむすばれた姉妹

クリス・ダレーシー 飛べないハトを見つけた日から

ペニー・ワーナー 暗号クラブ 20　暗号クラブの卒業旅行

竹下　文子 グリムの本だな・１　ねこのおひめさま

日本の絵本 junaida 街どろぼう

nakaban ダーラマのひ

愛　高行 ほか タンチョウ・レスキューの現場から

東　直子 わたしのマントはぼうしつき

あべ　弘士 よあけ

安東　みきえ/作
村尾　亘/絵

メンドリと赤いてぶくろ

今森　光彦/作
城芽　ハヤト/絵

クヌギがいる　闇は光の母(２)

いもと　ようこ わらしべちょうじゃ

大竹　英洋 もりはみている

奥原　弘美/文
柴田　ケイコ/絵

はっけよい！おせちばしょ

奥村　かよこ とんとんのおつかい

かさい　まり ぼくとクッキーのなかなおり

かじり　みな子 こおりのむこうに

かとう　まふみ セイロウさん

苅田　澄子/作
伊藤　夏紀/絵

カメレオンたんてい・ドロン　ぬすまれたプレゼントをさがせ！

かわい　みな ４つごのまじょのおかいもの
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分　野 著　者 書　名

日本の絵本 企画室トリトン なぜなぜクイズずかん　３月

北澤　平祐 ゆらゆら

京極　夏彦/文
阿部　海太/絵

えほん遠野物語　しびと

ケロポンズ ゴーゴー！おむつちゃん

柴田　ケイコ パンどろぼうとなぞのフランスパン

鈴木　初江／作
岡田　千晶／絵

どこでもねんね

せな　けいこ うさぎちゃんスキーへいく

千秋　まみこ すってはいてうたおうルルル

たあ先生 へっへっへくしょーん

谷川　俊太郎/文
あべ　弘士/絵

オサム

谷口　國博 かつおどりとあほうどり

丹崎　真由子 だつブロくん　ぼくはブロッコリーをやめることにした。

なかむら　ようこ とろ～ん　とろ～ん

ふくざわ　ゆみこ くぬぎのもりのどきどきはっぴょうかい

藤井　蓮 ちょうちょう　ちょうちょう

宮内　泰之／監修 ひみつがいっぱいチューリップ

山口　哲司 ねこになりたい

外国の絵本 イザベル・トーマス/文 蛾　姿はかわる

　　〃 キツネ　命はめぐる

カンタン・グレタン/絵 ナイチンゲール

グレッグ・ピゾーリ すいかのたね

ザビーネ・ボールマン/文 ヤマネのぼうやはねむれない！？

ジアナ・マリノ わたしたちの森

シンディ・ウーメ くろねこのほんやさん

ディック・ブルーナ ミッフィーのまるさんかくしかく

ニコラ・キルン オリーとおちばのまほう

　　〃 オリーとはるかぜのまほう

ファン・ブラザーズ バーナバスのだいだっそう

紙芝居
かわしま　えつこ／脚本
福田　岩緒／絵 ずーっと　ともだち

こが　ようこ／脚本
久住　卓也／絵

ぼたもちとこぞうさん
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