
≪新刊案内　12月号≫
※　読みたい本がございましたら、お知らせください。

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）

年末年始 12月29日(水)～１月５日(水)

※ 12月27日(月)は

17時まで臨時開館します。

【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

標茶町図書館協議会委員の皆さんによるおすすめ本コラムをリレー方式でお
届けいたします。
今回は、名嘉眞郁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、読まれたい方はご連絡ください。

（11月受入分）

令和３年

私がおすすめしたいのは、ディーリア・オーエンズ

の「ザリガニの鳴くところ」（2020年刊、早川書房）

です。著者はアメリカの動物学者で、69歳にして初

めて書いた小説が本作だそうです。

家族から見捨てられ湿地に置き去りにされた少女が、

孤独に耐えながらも周りの動物や植物を友として生き

抜き、成長していく姿が描かれています。それだけで

も感動的なのですが、物語はある青年の殺人事件とも

絡んで思いもよらぬ結末へと導かれ、最後まで息が抜

けません。

リアルな自然描写がすばらしくてこの著者のことを

もっと知りたくなり、1988年に出版された野生動物

観察記録「カラハリ…アフリカ最後の野生に暮らす」

（マーク・オーエンズとの共著、絶版）を探したとこ

ろ、何と標茶図書館の書庫にあり、読むことが出来ま

した。今年文庫化され（「カラハリが呼んでいる」に

改題）、そちらももう図書館に入っています。40年も

前のライオンやハイエナを追い続けた記録なのに、著

者たちの真剣な思いが伝わってきてのめり込んでしまう素晴らしい内容です。

1988年に湿地ならぬ湿原横の、五十石の原野に暮らし始めたわが身と

（勝手に）重ね合わせ、当時のカラハリ砂漠の過酷さに思いを馳せたり、そ

の30数年後「ザリガニ…」に結実した著者の思いに触れるとき、これらの本

と出合えたことに深い充足感を味わうのです。
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分　野 著　者 書　名

　◆　農業、酪農関係　◆

農業 北海道協同組合通信社 北海道の農業　令和３年版

広田　知良 ほか/監修 北海道の最新農業気象　気候変動に対する営農技術最前線

越智　弘明 北海道の耕地雑草ハンドブック

堀田　治邦/監修 新・北海道の病害虫

雑誌 デーリィマン社 DAIRYMAN　2021年11月号

　◆　ビジネス関係　◆

経営 宮嵜　太郎 中学生にもわかる　会社の創り方・拡げ方・売り方

　◆　保育、育児関係　◆

家庭教育 北川　真理子 いちばんていねいな　はじめてのおうちモンテッソーリ

田宮　由美 比べない子育て

　◆　医療、健康関係　◆

医療 田中　友也 こころとカラダがラクになる　ツボ押し養生

岩島　雅博 坐骨神経痛、腰痛は自分で治せる！

井須　豊彦 ほか/監修 完全図解　坐骨神経痛

緒方　正人 チッソは私であった　水俣病の思想（文庫）

キン　マサタカ 痛風の朝

高木　誠/監修 名医が答える！脳梗塞　治療大全

松平　浩/監修 10秒からはじめる脊柱管狭窄症これだけ体操

主婦の友社 はじめての不妊治療　体外受精と検査

中村　友昭 眼科119番

平松　類 １日３分楽しむだけで勝手に目がよくなる！ガボール・アイ

川端　理香 筋肉の栄養学　強いからだを作る食事術

武　鈴子 からだに効く　和の薬膳便利帳　新版

　　〃 はじめての薬膳ごはん　[症状別]身近な食材で不調を改善

橋本　将吉 ドクターハッシーの「不調の味方」

養老 孟司、中川 恵一 養老先生、病院へ行く

　◆　スポーツ・運動関係　◆

スポーツ 岡田　隆 ビッグスリー再入門　DVDでよくわかる！ウェイトトレーニング

角皆　優人 大人の水泳　知っておきたい上達＆改善のコツ５０

長谷　優/監修 子どもに水泳を教える50のコツ

　◆　読書・図書関係　◆

図書館 アンドリュー・デュアー 子ども司書のすすめ

読書 梨木　香歩 ここに物語が（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

　◆　郷土・地域資料、北海道関係　◆

地理・紀行 まっぷるマガジン 冬の北海道

るるぶ情報版 冬の北海道

アイヌ民族 石原　真衣 アイヌからみた北海道150年

北海道博物館/編 アイヌ語地名と北海道　北海道博物館第５回特別展

ぶらんとマガジン社 ＨＯ　2022年１月号　vol.170

《哲学・宗教》

人生訓 アンドリュー・スコット ほか LIFE SHIFT ２　100年時代の行動戦略

鎌田　實 ミッドライフ・クライシス

渡辺　和子 幸せはあなたの心が決める（文庫）

《歴史・地理》

日本史 大石　学/監修 世界のなかの日本の歴史　一冊でわかる江戸時代

中欧 薩摩　秀登 図説　チェコとスロヴァキアの歴史

王室 指　昭博 イギリス王室1000年の歴史　新装版

地誌、紀行 地球の歩き方編集室 地球の歩き方　世界の祝祭

角幡　唯介 狩りの思考法

《社会科学》

社会科学 池上　彰 これが日本の正体！　池上彰への４２の質問

本田　由紀 「日本」ってどんな国？

内田　樹 コロナ後の世界

森　達也 「自分の子どもが殺されても同じことが言えるのか」と叫ぶ人に訊きたい

苫米地　秀人 世襲議員という巨大な差別　差別の歴史を遡ってわかった！

小森田　秋夫 日本学術会議会員の任命拒否　何が問題か

労働・職業 飯島　一考 弁護士になるには　なるにはBOOKS

南野　苑生 マンション管理人オロオロ日記

岸山　真理子 ケアマネジャーはらはら日記

真山　剛 非正規介護職員ヨボヨボ日記

川島　徹 メーター検針員テゲテゲ日記

柏　耕一 交通誘導員ヨレヨレ日記

内田　正治 タクシードライバーぐるぐる日記

梅村　達 派遣添乗員ヘトヘト日記

社会福祉 森住　卓 浪江町津島　風下の人びと

《自然科学》

動物 パイインターナショナル 世界の美しい動物園と水族館

鳥類 嶋田　哲郎 知って楽しいカモ学講座

（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

《技術・工学》

建築 ドゥーパ！特別編集 ＤＩＹでサウナを作る本

裁縫 bonpon bonponさんの何歳でもおしゃれを楽しめる手作り服

手芸 アップルミンツ みんな大好き！おさるのジョージ刺しゅう

河合　真弓 輪針の本　輪に編む、平らに編む～テクニック＆小物～

日本ヴォーグ社 毛糸のパンツ　あったか、かわいい、心地いい

村上　沙織 はじめて作るマクラメ

料理 nozomi つくおきの“悩まない”おかず

岩﨑　啓子 糖質オフの電気圧力鍋レシピ

印度カリー子 スパイスカレーの教科書

　　〃 満足感ハンパない　やせるスパイスごはん

植草　真奈美/監修 オートミール健康レシピ

《技術・工学》

料理 黒川　愉子 はじめてのル・クルーゼ

坂口　一真 感動するほど楽しい！七厘の本

《芸術・美術》

絵画 朝日新聞出版 カラー筆ペンで楽しむ　はじめての絵手紙

吉田　誠治 ものがたりの家　吉田誠二 美術設定集

写真 石井　妙子 魂を撮ろう　ユージン・スミスとアイリーンの水俣

紙工芸 月本　せいじ カスタムできる球体ポップアップカード　基礎から応用まで

山岳遭難 羽根田　治 十大事故から読み解く　山岳遭難の傷痕

《文学》

詩歌 齋藤　槇爾 ほか/編 寺山修司の＜歌＞と＜うた＞

小説 青木　俊 逃げる女

青柳　碧人 むかしむかしあるところに、やっぱり死体がありました。

あさの　あつこ 舞風のごとく

芦部　拓 大鞠家殺人事件

梓　林太郎 信州・塩尻峠殺人事件

石原　慎太郎 宿命

稲葉　稔 武士の流儀(六)（文庫）

今村　翔吾 塞王の楯

岩井　圭也 この夜が明ければ

遠藤　周作 秋のカテドラル　遠藤周作初期短篇集

太田　忠司 鬼哭洞事件

乙川　優三郎 あの春がゆき　この夏がきて

（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

上田　秀人 織江緋之介見参(一)　悲恋の太刀（文庫）

　　〃 織江緋之介見参(二)　不忘の太刀（文庫）

　　〃 織江緋之介見参(三)　孤影の太刀（文庫）

　　〃 織江緋之介見参(四)　散華の太刀（文庫）

　　〃 織江緋之介見参(五)　果断の太刀（文庫）

　　〃 織江緋之介見参(六)　震撼の太刀（文庫）

　　〃 織江緋之介見参(七)　終焉の太刀（文庫）

浮穴　みみ 小さい預言者

風野　真知雄 西郷盗撮　剣豪写真師・志村悠之介（文庫）

　　〃 鹿鳴館盗撮　剣豪写真師・木村悠之介（文庫）

　　〃 わるじい慈剣帖(七)　どこいくの（文庫）

小林　由香 チグリジアの雨

今野　敏 ボーダーライト

佐伯　泰英 吉原裏同心(36)　陰の人（文庫）

佐藤　泰志 光る道　佐藤泰志拾遺

篠田　節子 失われた岬

真藤　順丈 ものがたりの賊

真保　裕一 真・慶安太平記

染井　為人 海神

千早　茜 ほか あなたとなら食べてもいい　食のある７つの風景（文庫）

月村　了衛 ビタートラップ

辻村　深月 闇祓

堂場　瞬一 幻の旗の下に

中島　久枝 しあわせ大根　一膳めし屋丸九(五)（文庫）

　　〃 ねぎ坊の天ぷら　一膳めし屋丸九(六)（文庫）

西　加奈子 夜が明ける

西村　京太郎 特急「志国土佐　時代の夜明けのものがたり」での殺人

畠中　恵 御坊日々

広小路　尚祈 北斗星に乗って

藤井　邦夫 新・知らぬが半兵衛手控帖　天眼通（文庫）

伏尾　美紀 北緯43度のコールドケース

降田　天 偽りの春　神倉駅前交番 狩野雷太の推理（文庫）

町田　そのこ 星を掬う

真山　仁 レインメーカー

道尾　秀介 N　エヌ

（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 村山　由佳 ほか 猫はわかっている（文庫）

森　博嗣 歌の終わりは海　Song End Sea

森　真沙子 柳橋ものがたり　船宿「篠屋」の綾（文庫）

　　〃 柳橋ものがたり ２　ちぎれ雲（文庫）

　　〃 柳橋ものがたり ３　渡りきれぬ橋（文庫）

　　〃 柳橋ものがたり ４　送り舟（文庫）

　　〃 柳橋ものがたり ５　影灯籠（文庫）

　　〃 柳橋ものがたり ６　しぐれ迷い橋（文庫）

柚木　麻子 らんたん

柚月　裕子 ミカエルの鼓動

吉田　修一 オリンピックにふれる

吉永　南央 月夜の羊　紅雲町珈琲屋こよみ

エッセイ 池内 紀、川本 三郎 すごいトシヨリ散歩

井上　靖 歴史というもの

岸田　奈美 傘のさし方がわからない

小池　真理子 月夜の森の梟

小手鞠　るい 今夜もそっとおやすみなさい

曽野　綾子 九十歳　わたしの暮らしかた

千早 茜、新井 見枝香 胃が合うふたり

はらだ　有彩 ダメじゃないんじゃないんじゃない

平松　洋子 父のビスコ

向田　邦子 メロンと寸劇　食いしん坊エッセイ傑作選

外国文学 佐藤　優 生き抜くためのドストエフスキー入門　「五大長編」集中講義

《雑誌》 ＮＨＫ出版 ＮＨＫ１００分de名著　カール・マルクス「資本論」

　　〃 きょうの健康　2021年12月号

　　〃 きょうの料理　2021年12月号

　　〃 すてきにハンドメイド　2021年12月号

ＪＴＢパブリッシング ＪＴＢ時刻表　2021年12月号

集英社 ＬＥＥ　2021年12月

小学館 サライ　2021年12月号

太陽 クォリティ　2021年12月号

堤　寛治/編 かばりあ　そして　vol.203　終刊号

扶桑社 皇室　第92号　秋

文藝春秋 文藝春秋　2021年12月号

暮しの手帖社 暮しの手帖 15　冬　2021年12-１月号 
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【 児 童 図 書 】

『カピバラのだるまさんがころんだ』

中川 ひろたか/作、柴田 ケイコ/絵、金の星社

「はじめのいっぽ！」の掛け声で、遊んでいるのはカピバラたち。

「だるまさんがころんだ」の声と共に、１匹、また１匹と脱落して

いきます。最後のひと声で終わると思いきや…？ちょっぴりシュー

ルで、面白さ満点の絵本。

『文豪中学生日記』

小手鞠 るい/著、あすなろ書房

「書くこと」が大好きなハルキは、文芸部の部長として周囲の信頼

も厚く、中学最後の年を楽しく過ごしていた。ところが、ＳＮＳでの

誹謗中傷から歯車が狂いはじめ…。書き下ろし青春小説。

『あくたれラルフ おなかをこわす』

ジャック・ガントス/文、ニコール・ルーベル/絵、

小宮 由/訳、大日本図書

あくたれねこのラルフは、セイラがつくった晩ごはんを食べずに、

夜中にこっそり抜け出して、ごみバケツの中をあさっていました。

朝、目をさますとおなかが痛くなって…！？

『ぶくぶく ざばあ』

新井 洋行/作、田中 六大/絵、講談社

水面にあやしい泡ぶく。ぶくぶく…ざばあ！赤い模様のコイが

飛び出してきました。次に出てきたのは、３匹のカエル。その次

は、大きな…。水の中からあらわれるのはなにか、めくって確か

めてみましょう。
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分　野 著　者 書　名

《社会科学》

民俗 北原　モコットゥナシ ミンタラ ①　アイヌ民族２７の昔話

《自然科学》

動物 櫻井　季己 ウミガメいのちをつなぐ岬

二神　慎之介 森と川、山と海　ヒグマの旅

森林 韓　賢東 山火事のサバイバル ２

《文学》

日本のよみもの あさば　みゆき 星にねがいを！⑦　勇気を胸に、ふみだせ未来！

天野　頌子 マリカと魔法の猫ボンボン ②　錬金術師の塔の秘密

石崎　洋司 ６年１組黒魔女さんが通る！！ ⑮　黒魔女さんと受験の神さま

イノウエ　ミホコ ブルーなあたしとピンクなぼく ②　ドキドキいっぱい体育祭！？

岩佐　めぐみ あっしはもしもし湾にすむカメ次郎ともうします

大﨑　悌造 妖怪捕物帖乙 冥界彷徨篇 弐　叫喚地獄の牛頭と馬頭

大高　忍 オリエント ①

大牟田　一美 うみがめ花子　屋久島へ16000キロの旅

木内　南緒 ねこのふくびき

桐谷　直 願いを叶える雑貨店 黄昏堂 ②　真鍮の鳥

桐生　環 お江戸豆吉 ②　のろいまんじゅう

神戸　遥真 ウソカレ！？　はじめての“デート”は波乱の予感です

小手鞠　るい 文豪中学生日記

小松原　宏子 青空小学校いろいろ委員会 １　保健委員は恋してる

斉藤　洋 斉藤洋のゴースト・ストーリー ①　オレンジ色の不思議

真珠　まりこ よみもの　なないろどうわ

宗田　理 悪ガキ７　いたずらtwinsと謎の転校生

たから　しげる ナイトメアのフカシギクラブ

天川　栄人 毒舌執事とシンデレラ ②

どい　かや チリとチリリ　よるのおはなし

戸森　しるこ ジャノメ

中島　空 教会のポラリス

野見山　響子 イナバさん！

吹井　乃菜 あおいのヒミツ！　幻のレシピ復活させちゃいます！？

藤　真知子 まじょのナニーさん　てんしの花園へようこそ！

升井　純子 Ｆができない

光丘　真理 ながれぼしのランドセル

村上　しいこ 資料室の日曜日　ミイラとハロウィン

村上　雅郁 りぼんちゃん

森　絵都 チイの花たば

吉田　純子 おばけのポーちゃん 12　ぶきみ！ドクローランド

外国のよみもの Ｋ・Ｒ・アレグザンダー 湖の中のレイチェル

Ｌ・Ｍ・モンゴメリ アンの友だち　赤毛のアン ９

（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

ケイミー・マガヴァン チェスターとガス

シェフ・アールツ 青いつばさ

ジャック・ガントス あくたれラルフ　おなかをこわす

　　〃 あくたれラルフ　コンテストにでる

ジョイコブ・ブランク 物語　王さまとかじや

トーマス・テイラー イアリーの魔物 1　マラマンダー

フランシス・ホジソン・
バーネット オンボロやしきの人形たち

日本の絵本 Fukase ブルーノ

あまん　きみこ/作
えがしら　みちこ/絵 ぎんいろのねこ

新井　洋行/作
田中　六大/絵 ぶくぶく　ざばあ

いとう　ひろし おさるのゆめ

乾　栄里子/文
西村　敏雄/絵 おんぶにだっこにかたぐるま

いのうえ　ちひろ ふわふとん

いもと　ようこ あたまにかきのき

いりやま　さとし ぴよちゃんとひまわり

岩田　明子 ごっつあん！うまいもんずもう

岩立　直子/監修 つくって　あそぼう　かみこうさく

うえだ　しげこ れいとうこのそこのおく

大串　ゆうじ やまがみさまのきょだいべんとう

大原　悦子/文
村田　エミコ/絵 チリンのでんしゃ

大桃　洋祐 ハムおじさん

沖　昌之 いないいないいにゃあ

尾崎　曜子 ぼく　まだ　ねむたくないんだもん

かきもと　こうぞう/絵
はせがわ　さとみ/文 みんなおやすみ

かめおか　あきこ とうみんホテル　グッスリドーゾ

企画室トリトン なぜなぜクイズずかん　12月

北村　裕花 ゴリラさんは

工藤　ノリコ こんやはどんなゆめをみる？

小林　エリカ たしはしなないおんなのこ　闇は光の母(１)

五味　太郎 ひよこはにげます

コンドウ　アキ おふとんさんとおはようのあさ

酒井　治/文
中丸　ひとみ/絵 もりのゆうびんきょくのおはなし　ぽすくまです！

櫻井　敦子/絵 すききらいなんてだいきらい
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分　野 著　者 書　名

日本の絵本
サトシン/作
田中　六大/絵 おすしがすきすぎて

白石　一文/作
谷川　千佳/絵 てがでかこちゃん

鈴木　まもる ウミガメものがたり

　　〃 せんろはつづく　にほんいっしゅう

せな　けいこ おひさまとおつきさまのけんか

　　〃 まーるいまーるい

高崎　卓馬/作
黒井　健/絵 まっくろ

たなか　しん りすのおふろやさん

唐　亜明/作
高畠　純/絵 うちにぱんだがいるよ

中川　ひろたか/作
柴田　ケイコ/絵 カピバラのだるまさんがころんだ

なかや　みわ くろくんとなぞのおばけ

　　〃 くろくんとふしぎなともだち

はまぐち　かな ごちそうれっしゃ

マメイケダ えきべんとふうけい

三浦　太郎 あさだ　おはよう

　　〃 こんにち、わ！

宮西　達也 ふしぎなヒーローやさん

室井　滋/作
長谷川　義史/絵 会いたくて会いたくて

　　〃 しげちゃんのはつこい

やすい　すえこ/作
夏目　尚吾/絵 ふうふうふう～

やまだ　だり とことことこ

外国の絵本 アヌスカ・アレプス ぼくの！わたしの！いや、おれの！

アン・ウィットフォー
ド・ポール/文 どうぶつたちのあきのおたのしみって？

エルサ・ベスコフ ロサリンドとこじか

マーガレット＆ハンス・
アウグスト・レイ/原作 おさるのジョージ　クリスマスまであとなんにち？

　　〃 おさるのジョージ　ちしきえほん　やさいすくすく

　　〃 おさるのジョージ　てをあらおう

レベッカ・グリーン おばけと友だちになる方法

大型絵本
中川　李枝子/文
山脇　百合子/絵 ぐりとぐらのおきゃくさま（大型絵本）

紙芝居 礒　みゆき ふゆのおともだち

剣持　弘子/再話
剣持　晶子/脚本・絵 せかいのはて
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