
「登別市観光交流センターヌプㇽ」が開館しました

 令和5年3月1日登別駅横に「登別市観光交流センター

ヌプㇽ」が開館しました。

 登別婦人センター内に設置していました登別配本所も

ヌプㇽ内に移転いたしました。 

 一般書・児童書などあわせて約1,300冊の蔵書を揃え、

ソファーに座りながら本を選ぶことができます。

 新しく変わった登別配本所をどうぞご利用ください。
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土日祝日は登別観光コンベンション協会で貸出を行います。

そのため土日祝日は下記の業務は行いません。

ご迷惑をおかけしますがご了承ください。

・利用者カードの新規発行 ・利用者カード・パスワードの再発行 

・利用者カードを忘れた方への貸出 ・資料の調査
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映  画  会

おはなし会

今月から開催日時が変わります!

②おはなしぽけっと（絵本や紙芝居の読み聞かせ、エプロンシアター）

 日時 ４月２２日（土） １３時３０分より ※毎月第４土曜日

※会場は①アーニス分館
    ②③図書館１階えほんのへや です。
 入場無料、申込は不要です。

①デジタル分館おはなし会（電子絵本や電子紙芝居の読み聞かせ）

 日時 ４月 ２日（日） １４時より ※毎月第１日曜日

4/8(土)15時
こども映画会

4/7(金)15時
名 画 鑑 賞 会

「ふるさと再生 日本の昔ばなし 花咲か爺さん ほか」
 ◎みんなが良く知る昔ばなしのアニメを上映します（約30分）
 ※来月はイベント開催のため映画会は休止します。

「映画 続・深夜食堂」(邦画 119分)
 ◎深夜営業の「めしや」。映画第２弾です。
 ※来月はイベント開催のため映画は休止します。

※会場は図書館３階会議室です。
 入場無料、申込は不要です。

ロビー展示 ※会場は図書館１階ロビーです。
 どなたでもご覧いただけます。

本と雑誌のリサイクル市
 本館所蔵の保存期限が過ぎた本や雑誌を市民の方へ差し上げます。

 なお、出来るだけ多くの方に広く提供するため1人1日10冊までとさせていただきます。

 また、持ち帰り用の袋はありませんのでご持参ください。

＊開催期間中、適時雑誌や本の追加を行います。

 ご希望の本や雑誌が無い場合や本や雑誌の追加を行えない場合があります。

  期間 ４月１６日（日）まで

  会場 本館1階ロビー

②えほんのへやのおはなし会（絵本や紙芝居の読み聞かせ）

 日時 ４月 ８日（土） １４時より ※毎月第２土曜日

イベント・講座

図書館講演会 ドローンで「みえる」今と未来 ※定員３０名(先着順)

 ドローンがどのように活用されているのか、また、今後どのように活用されるのかを学びます。

 日時 ４月３０日（日） １４時～１５時３０分 

 講師 ドローンパイロット 横山 奈津江 氏

※会場は図書館３階会議室です。
 入場無料、申込は不要です。

2



☆こどもの読書週間企画☆

かとうまふみさんワークショップ
～親子で作る へ・ん・て・こ絵本～

5 月 13日（土）に絵本作家のかとうまふみ先生をお招きし、

おはなし会やワークショップを行います。ぜひご参加ください。

日時 5月 13日（土）13時 30分～

会場 本館3階 会議室

内容

―――――――第一部終了後に本の販売とサイン会を行います――――――

雑誌付録抽選会を開催しました

2 月 1日（水）～22 日（水）にかけて 3回目の雑誌付録抽選会を

開催しました。

今回も多くの方からご応募いただき、ありがとうございます！

また次回開催時にご応募をお待ちしております。

付録数 22件
応募総数 675件

かとうまふみさん作品展
イベント開催に併せてかとうまふみ先生の作品展示を行います。

期間 4月 19日（水）～5月 13日（土）
会場 本館 1階ロビー

第二部 パタパタ絵本をつくろう！（ワークショップ）

予定時間：1時間～1時間半（本の販売・サイン会後から行います）

定員：10組（親子 2人で 1組、お子さんだけでの参加は出来ません）

対象：登別市内の年中児～小学生

費用：無料

申込：5月 6日（土）～11日（木）の期間に電話・児童室窓口で受付。

第一部 かとうまふみさんをむかえて

（先生のおはなしと絵本の読み聞かせ）

対象：どなたでも（居住地の限定はありません）

申込：不要。当日会場までお越しください。

一番人気は 10番のチェック柄ビックバックでした。

60 分の 1での当選となりました。おめでとうございます！

イベント告知と事業報告
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事業報告

講演会「資料から読み解くイザベラ・バード」を開催しました

2 月 18 日（土）に登別・室蘭周辺の花の写真家の土屋忠紀さんをお迎えし、講演

会「資料から読み解くイザベラ・バード」を開催しました。

イザベラ・バードは明治 11 年(1878)に日本を訪

れ、江戸から蝦夷地まで旅し「日本奥地紀行」を書い

たイギリスの女流紀行作家です。

蝦夷地訪問当時の函館新聞や、イザベラ・バードの

旅行免状などの資料を用い、独自に調査したイザベ

ラ・バードや「日本奥地紀行」についてお話いただき

ました。

また講演に併せて、1階ロビーでは土屋さん調査結果の資料展示を行いました。

当日は多くの方のご参加があり、改めてイザベラ・バードへの関心の高さが伺え

ました。

読書感想文コンクール表彰式を開催しました

２月２５日（土）、登別市民会館中ホールを会場に

「小・中学生の読書感想文コンクール表彰式」を開催

しました。

コロナ禍による休止が続いていたため、令和元年度

以来の開催となった今回のコンクールには、小学校・

中学校合わせて１４８点の応募があり、このうち３１

点が入選となりました。

表彰式では入選者に表彰状と記念品が贈られたほか、中学生の代表による感想文

の朗読が行われました。

なお、入選作品をまとめた文集「本は友だち」を図書館本館で配布しております

ので、ご希望の方は職員へお声かけください。
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u 「今月のおすすめ」の展示を行っています。

u 「国立国会図書館デジタルコレクション」

「歴史的音源」を利用できます。

u オンライン・データベースを利用できます。

u ＤＶＤを視聴できます。

u 見やすい大活字本もあります。

u 雑誌の最新号の一夜貸しを行っています。

u 新聞コーナーでは読売新聞と室蘭民報を

ご覧いただけます。

アーニス分館だより

アーニス分館では

のりものづくし 池澤 夏樹 四色の藍 上・下 西條 奈加

立身いたしたく候 上・下 梶 よう子 無幻花 上・下 東野 圭吾

確証 上・下 今野 敏 ポイズンド―タ―・

ホリーマザー 上・下
湊 かなえ

敵討 吉村 昭

２０２３年 大活字本 新着図書案内
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「学会のススメ」

「今とは違う、別の公共図書館がありえたのではないか」
（『公共図書館の冒険』柳与志夫・田村俊作編／みすず書房）

このような問いが発せられるのは、日本の公共図書館が外国とは大きく違うからだ。
公共図書館には「無料の原則」（ユネスコ公共図書館宣言）があるが、その範囲は国によって異な
っている。身近な貸出と返却だけを見ても、日本の図書館員には驚かされることが多い。
・ベストセラー本の貸出については有料も（米国・カナダなど）
・CDやビデオなど視聴覚資料の貸出は有料（英国）
・資料のリクエストは有料（英国）
・館内閲覧は無料だが、貸出は有料
・貸出カードは年会費制（フランスなど）
・延滞者に対しては延滞料を徴収（多くの国）
・書架の本を乱すと罰金（ドイツ）
このように、多くの国で「無料原則の基本的サービス」と「対価を徴収するサービス」との区分けが
なされている。延滞料や罰金もある。

日本の図書館法第 17条「いかなる対価をも徴収してはならない」は素晴らしいものだ。しかし、
日本でも出版業界や書店による図書館のベストセラー本の複本購入批判や著作者への補償要望など、
公共貸与権導入の是非も含めて論議が起こっている。
「公共図書館が社会的に有為な存在として認められるためには、（中略）どのサービスを有料とし、
どのサービスを無料とすべきなのか、といったことが論じられ」るべきだろう。（『公共図書館の論点
整理』田村俊作・小川俊彦編／勁草書房）

運営形態についても、オランダやニューヨーク市の公共図書館は自治体による「公立」ではない。
欧米では公共図書館の「法人化」が進展しているが、日本の図書館法では認められていない。
多くの人が「欧米の図書館は素晴らしい」と言う。しかし、その運営形態に触れられることはない。

どんな分野であれ、外国の事情を知ることは視座を高めて自由な構想力を得ることに資するもの
だ。これを欠くと硬直化・教条化した「ガラパゴス」になりかねない。特に日本の公共図書館が職員
の雇用形態をはじめ多くの課題や問題を抱えている現状を見ると尚更だろう。
「自分は国内の事例より、海外の最新動向を知りたい」と、ある人に相談したところ、学会に入っ
て勉強することを勧められた。現在２つの学会に入っている。

私が海外の図書館事情で特に知りたいことは、
・図書館員の資格と司書要件、司書養成カリキュラム
・運営形態・財源構成・外部資金獲得法
・公共貸与権（公貸権）制度、などだ。

定期的に届く学会誌や会報は私にとって、窓から吹き込む新鮮な風のようだ。ここでは、合理的な
思考に基づく文章もきちんと読むことができる。そのたびに「視野を広く持たねば」と自戒する。
「学問の自由」のなんと貴重なことか。

職員コラム 図書館長 綿貫 亨
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わたしのおすすめ本
今月の担当 寿々来✿英雄

『自分はバカかもしれないと思ったときに読む本
１４歳の世渡り術シリーズ』

竹内 薫／著 河出書房新社／発行

ティーンズ（中高生）向けの本ですが、図書館の本棚を眺め

ながら「自分、バカかも。」と思った中年の私が思わず手に取っ

た１冊です。

冒頭での「バカは周囲の目によって作られる」という言葉に

フムフムと納得し、「バカはこじらせなければ大丈夫」という、

私にとってキラーワードとなった一言に安堵しながら一気に読

み進めてしまいました。

流石にティーンズ向けなだけあって、学校生活やスポーツ、

習い事などの場面にあてはめながら考えることができるように書かれており、社会に出て

から仕事でも活かせる内容となっています。

本書に書かれていたように、仕事はもちろん、日頃から柔らかいアタマで幅広い考え方

ができるようになりたいと痛感しました。

中高生はもちろん、大人にもオススメです。

デジタル分館資料紹介

「ドローン空撮入門－4K時代の最新版MAVIC AIR設定＆飛ばし方徹底ガイド－」

エディトル／編 インプレス／発行

今月末に図書館で開催する講座のテーマとなっている、

ドローンについての書籍です。

初心者に向けた基礎知識や基本操作だけでなく、場面に

応じた撮影テクニックや撮影データの活用方法なども紹介

されています。

また、実際の空撮写真のほか、ドローンのカタログや練習

場ガイドも掲載されており、これからドローンを始めよう

とする方にぴったりです。
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書　　　　名 著　者 書　　　　名 著　者

昭和史の人間学 半藤　一利

●
こどもの大質問

編集部
山田　英春

小さなまちの奇跡の図書館 猪谷　千香 渡貫　淳子

五十嵐　杏南 金田　章裕

山本　尭

藤本　冬蘭 欧米の隅々　市河晴子紀行文集 市河　晴子

釈　徹宗
グルバダン・

ベギム

みんなの宗教2世問題 横道　誠 韓国　美・味　案内 崔　智恩

● 60歳からの「忘れる力」 鎌田　實

蔵持　不三也監修 岩下　宣子監修

● 思い込みにとらわれない生き方 坂東　眞理子 ● さらば、男性政治 三浦　まり

あなたの牛を追いなさい
枡野　俊明
松重　豊

島薗　進

● 世界を騙した女詐欺師たち トリ・テルファー

いで　あい

読売新聞社
「美術展ナビ」取材班

松井　大助
漆原　次郎

小寺　聡
世界文化

ワンダークリエイト

楊　逸

長野　正孝 西谷　公明

読み継がれる自分史の書き方 森　一夫 奇妙な国境や境界の世界地図 ゾラン・ニコリッチ

斉藤　政喜 日本の脱獄王　白鳥由栄の生涯 斎藤　充功

● 渡辺　裕美監修 吉岡　律司

東島　誠 和田　秀樹

47都道府県・戦国大名百科 森岡　浩 バリー・マイヤー

● 田中　康弘

江戸の給与明細 ● 90歳、老いてますます日々新た
樋口　恵子
岸本　葉子

猪木　武徳 鈴木　雅人

小坂　洋右 いしかわ　かずや

関　眞興 安井　浩一郎

君塚　直隆 松竹　伸幸

●
エドワード・
ドルニック

「争い」入門 ニキー・ウォーカー

浅井　建爾 ゼロからの『資本論』 斎藤　幸平

宇山　卓栄 不倫　実証分析が示す全貌
五十嵐　彰

迫田　さやか

装飾古墳の謎 河野　一隆 東京10大学の150年史 小林　和幸

　　　　新　　着　　図　　書　　案　　内　　　令和５年４月　№1
●印は今評判の本です。　 予約は電話やメール、ホームページでも受け付けています。

0　総記

図書館にまいこんだこどもの大質問 ストーンヘンジ　巨石文化の歴史と謎

南極の食卓　女性料理人が極限の地で
見つけた暮らしの知恵

世界のヘンな研究
　世界のトンデモ学問19選

なぜ、日本には碁盤目の土地が多いのか

1　哲学・宗教 中国青銅器入門　太古の奇想と超絶技巧

本当に使える恋愛本を1冊にまとめてみた　
　最高にして最後の恋が叶う41の恋愛名著
住職さんは聞き上手　
　釈徹宗のだから世間は面白い

フマーユーン・ナーマ　ムガル朝皇帝バー
ブルとフマーユーンに関する回想録

3　政治・経済・社会・教育

はじめての世界神話　図解でよくわかる 冠婚葬祭・年中行事のマナー大全

政治と宗教　
　統一教会問題と危機に直面する公共空

最新たまひよ男の子のしあわせ名前事典

最新たまひよ女の子のしあわせ名前事典 親子で変わる!朝が得意になるスゴい習慣

美しきタロットの世界　
　その歴史と図像の秘密

数学の時間　新版　
　学校の学びを社会で活かせ！

もういちど読む山川倫理PLUS カンタン！可愛い！ちいさな部屋飾り

2　歴史・地理 中国仰天事件簿

古代史のテクノロジー　
日本の基礎はこうしてつくられた

ウクライナ通貨誕生　
　独立の命運を賭けた闘い

あのとき僕は　シェルパ斉藤の青春記

行きたい!残したい!すごい温泉100 図解よくわかる地方公営企業のしくみ

「幕府」とは何か　武家政権の正当性 70代から「いいこと」ばかり起きる人

ペイン・キラー　アメリカ全土を中毒の渦
に

大名廃業　お取りつぶし・お家断絶の裏
側

山怪　朱　山人が語る不思議な話

地霊を訪ねる　もうひとつの日本近代史
認知症700万人時代の失敗しない
「成年後見」の使い方　第2版

アイヌの時空を旅する　奪われぬ魂
「ありそうでなかったアイデア」のつくりか
た

一冊でわかる東欧史 独占告白渡辺恒雄

貴族とは何か　
　ノブレス・オブリージュの光と影

シン・日本共産党宣言　ヒラ党員が党首
公選を求め立候補する理由

ヒエログリフを解け　ロゼッタストーンに挑んだ
英仏ふたりの天才と究極の解読レース

日本全国奇妙な県境・市町村境の事典

世界「民族」全史　
　衝突と融合の人類5000年史

たまごクラブ

安藤　優一郎
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書　　　　名 著　者 書　　　　名 著　者

湯澤　規子
アドベンチャｰワｰルド

「パンダチーム」

谷釜　尋徳 盛口　満

● 松本　孝夫 兼本　浩祐

島根　猛 患者が知らない開業医の本音 松永　正訓

西野　智彦 地図記号のひみつ 今尾　恵介

内藤　誼人 ライリー・ブラック

消費社会を問いなおす 貞包　英之 苅尾　七臣

村山　綾 森　昭彦

朽ちるマンション老いる住民 朝日新聞取材班 江田　証

網中　裕之 中井　謙太

もしもワニに襲われたら
ジョシュア・ペイビン/
デビット・ボーゲニクト

小林　朋道

廣末　登 鈴木　知世

●
アンディ・

グリーンバーグ
齋藤　正彦

三浦　小太郎
日本ウイグル協会

● ぼけの壁 和田　秀樹

金子　勝 市川　一夫

北海道新聞
日ロ取材班

佐々木　一茂監修

三浦　有史

軽部　謙介 草笛　光子

太田　肇 建築知識

日本子守唄集成 尾原　昭夫 稲田　俊輔

渡辺　丘 今井　亮

みんなの働き方
改革研究会

● Yutaokashi

竹内　早希子

真貝　寿明 脇　雅世

● 脳の闇 中野　信子 中井　エリカ

工藤　あき監修 華井　由利奈

鳥集　徹 ブティック社

土屋　健 木原　小夜

あつまる細胞　体づくりの謎 竹市　雅俊 ● 三國　清三

高橋　敬一

林（高木）朗子
加藤　忠史

● 養老先生、再び病院へ行く
養老　孟司
中川　恵一

扶桑社

ドライフルーツとナッツの教科書 井上　嘉文
地球の歩き方
編集室編集

　　　　新　　着　　図　　書　　案　　内　　　令和５年４月　№２
広報のぼりべつでも新着図書の紹介をしています。

「おふくろの味」幻想　
　誰が郷愁の味をつくったのか

知らなかった！パンダ　アドベンチャーワールドが
29年で20頭を育てたから知っているひみつ

歩く江戸の旅人たち　2　歴史を動かした
人物はどのように歩き、旅をしたのか

沖縄のいきもの　
1000を超える固有種が暮らす｢南の楽園｣

障害者支援員もやもや日記　当年78歳、
　今日も夜勤で、施設見回ります

普通という異常　健常発達という病

「もしも夫が亡くなったらどうしよう？」と
思ったら読む本
ドキュメント通貨失政　
　戦後最悪のインフレはなぜ起きたか
人間関係BEST100　
　世界最先端の研究が教える新事実

ナショナルジオグラフィック世界一美しい
恐竜図鑑
運動を頑張らなくても血圧がみるみる
下がる食べ方大全

「心のクセ」に気づくには　
　社会心理学から考える

見つけて食べて愉しむ季節の薬用植物150種

医師が教える新しい腸活レシピ

私たちの「終の住処」　
　理想の介護施設は、どう生まれたか

新しいゲノムの教科書　
　DNAから探る最新・生命科学入門
先生、ヒキガエルが目移りしてダンゴムシを食べられ
ません!(鳥取環境大学の森の人間動物行動学)

テキヤの掟　
　祭りを担った文化、組織、慣習

いつも調子がいい人の体を動かす習慣
休める習慣

サンドワーム　ロシア最恐のハッカー部隊
アルツハイマー病になった母がみた世界　
　ことすべて叶うこととは思わねど

日本人になったウイグル人たちに中国がやっている
こと　ウイグル系日本人・在日ウイグル人の証言

現代カタストロフ論　
　経済と生命の周期を解き明かす

放っておくと失明する怖い目の病気

消えた「四島返還」　完全版　
　安倍×プーチン北方領土交渉の真相

文系のためのめっちゃやさしい筋肉

脱「中国依存」は可能か 5　技術・工業・家事

アフター・アベノミクス　
　異形の経済政策はいかに変質したのか

草笛光子90歳のクローゼット

何もしないほうが得な日本　
　社会に広がる「消極的利己主義」の構造

猫のためのDIY家づくり

個性を極めて使いこなすスパイス完全ガイド

ルポ　アメリカの核戦力　
　「核なき世界」はなぜ実現しないのか

旬中華　季節で味わう、家庭で楽しむ。

20代からの働き方とお金のこと
ベイク!休日が楽しみになる焼き菓子レシ
ピ

4　自然科学・医学
巨大おけを絶やすな！　
　日本の食文化を未来へつなぐ

宇宙検閲官仮説　
　「裸の特異点」は隠されるか

いちばん親切でおいしいIHクッキング・
レシピ　保存版95品

体にいい！朝ラク作りおき弁当

消化器内科医が教える体と心を“強く”
する鉄活BOOK

しんどくならない「ひとり暮らし」ハンドブッ
ク

薬害「コロナワクチン後遺症」
赤ちゃんに作ってあげたいスタイとブルマ　
　改訂版

生命の大進化40億年史　中生代編　
恐竜の時代－誕生､繁栄､そして大量絶滅

はじめて作る小さな手まり　改訂版

三國シェフのすご技絶品レシピ　永久保存版

諸国カメムシ採集記　
　カメムシ採集人の新種をめぐる冒険

レンチン腸活ごはん　1パックで完全栄養!

「心の病」の脳科学　
　なぜ生じるのか、どうすれば治るのか

レンチンで超簡単！村上祥子さんの
世界のおやつ
少しでもお金で得するのはどっち?　お金のことがわ
からない人のためにESSE編集部が全部調べました

世界のお酒図鑑　112の国と地域の地酒
を酒の雑学・お約束とともに解説

村上　祥子
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書　　　　名 著　者 書　　　　名 著　者

● エゴン・シーレ　鏡のなかの自画像 古川　真宏

井上　重義監修 南井　正弘

尹　生花 谷川　浩司

資産形成の超正解100 鈴木　さや子 まくらの森の満開の下 春風亭　一之輔

● 今さら、再びの夫／婦二人暮らし 上田　淳子 はじめてのクラシック音楽 許　光俊

社会応援
ネットワーク

岩本　薫

森島　土紀子
佐藤　賢次
小谷　究

航空宇宙エンジニアになるには 小熊　みどり
Jesse　Terrance　

Daniels

ダンノ　マリコ 長坂　真護

ぜんぶ絵でわかる　植栽　4 エクスナレッジ 映画は子どもをどう描いてきたか 佐藤　忠男

齊藤　郁子

フードライターになろう！ 浅野　陽子 面白くて眠れなくなる日本語学 山口　謠司

杵島　直美 円満字　二郎

伊澤　理江

小畑　滋子 ● 覇王の轍 相場　英雄

馬場　美智子 くたかけ 小池　昌代

ほりえ　さちこ がらんどう 大谷　朝子

● 真珠とダイヤモンド　上・下 桐野　夏生

フローリスト編集部 蝙蝠か燕か 西村　賢太

全国駄菓子屋探訪 土橋　真監修 香住　泰

● もっと素晴らしきお菓子缶の世界 中田　ぷう 漂流都市 嶋戸　悠祐

坂下　明彦ほか 魂魄の道 目取真　俊

田島　淳史監修

● JR旅客6社徹底比較 池口　英司

増田　由紀 標本作家 小川　楽喜

平工　剛郎 家康の血筋 近衛　龍春

つぎはぐ、さんかく 菰野　江名

祐琴 不思議カフェNEKOMIMI 村山　早紀

ポンコツ一家 にしおか　すみこ イレブン殺人事件　新装版 西村　京太郎

佐伯祐三　その眼がとらえた風景 高柳　有紀子監修 東大に名探偵はいない 市川　憂人ほか

ルポ筋肉と脂肪　アスリートに訊け 平松　洋子 ● あさの　あつこ

大林　幹雄 ケチる貴方 石田　夏穂

ホビージャパン
相撲部

● 川崎警察下流域 香納　諒一

　　　　新　　着　　図　　書　　案　　内　　　令和５年４月　№３
●印は今評判の本です。　 予約は電話やメール、ホームページでも受け付けています。

5　技術・工業・家事

作ってみたい伝承のちりめん細工とつるし飾り
人は何歳まで走れるのか？　
　不安なく一生RUNを楽しむヒント

まいにち臓活おかゆ　
　からだとこころが整う

藤井聡太はどこまで強くなるのか

図解でわかる14歳からの金融リテラシー
つげ義春が夢見た、ひなびた温泉の
甘美な世界

体が整うとっておきのしょうがレシピ バスケットボール解析図鑑

自分だけのボードゲームを作ろう

スーパーのお魚で！港町の漁師飯
NAGASAKA　MAGO　ALL　SELECTION　
長坂真護作品集

ディズニーまんまるあみぐるみのつるし飾り　
　改訂版 8　言語

ジッパーつきポリ袋でつくる誰でもできる
手前味噌

漢字の動物苑　
　鳥・虫・けものと季節のうつろい

黒い海　船は突然、深海へ消えた 913　日本の小説

85歳、「好きなこと」を続けるごきげん暮らし

ちりめん動物歳時記　季節を楽しむ飾りもの

へとへとでも手を汚さずに今日のおかずが
ポリ袋でできちゃった！

6　産業・商業

色別花束デザイン図鑑300　
　プロによる豊富なバリエーションと作り

幸せジャンクション　
　キャンピングカーが運んだ小さな奇跡

内地からみた北海道の農業と農協

図解知識ゼロからの畜産入門　最新版 勘定侍柳生真剣勝負　3　画策

勘定侍柳生真剣勝負　4　洞察

いちばんやさしい60代からのiPhone　14
／
近世北海道山林史　
　山林が語る北海道の近世

7　芸術・スポーツ

幸せいっぱい心がときめく！ディズニー切り絵

風を紡ぐ（針と剣　縫箔屋事件帖　3）

日本ハムファイターズ後楽園戦記　1974年～
1987年　大いなる挑戦、その歓喜と悲哀
家で楽しむ大相撲　
　「観る相撲」のためのガイドブック

上田　秀人
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広報のぼりべつでも新着図書の紹介をしています。

書　　　　名 著　者 書　　　　名 著　者

猫にならって 佐川　光晴 ● 地図と拳 小川　哲

たらしの城 佐々木　功 ある愛の寓話 村山　由佳

● 松雪先生は空を飛んだ　上・下 白石　一文 ● 名探偵のままでいて 小西　マサテル

新川　帆立

パレードのシステム 高山　羽根子 ● ものがわかるということ 養老　孟司

● 数学の女王 伏尾　美紀 田中　貴子

よき時を思う 宮本　輝 短歌ください　海の家でオセロ篇 穂村　弘

● 山本　一力 ●
みやぎ

シルバーネット

息が詰まるようなこの場所で 外山　薫 僕は珈琲 片岡　義男

● 辻堂　ゆめ 林　望

藍色ちくちく　魔女の菱刺し工房 高森　美由紀 巻頭随筆百年の百選 文藝春秋

間借り鮨まさよ 原　宏一 ● 北方　謙三

ボス／ベイカー 上田　未来 ● 北方　謙三

元の黙阿弥 奥山　景布子 ● 高橋　秀実

90’s　ナインティーズ 西寺　郷太 はやく一人になりたい！ 村井　理子

● あかあかや明恵 梓澤　要 太陽の男　石原慎太郎伝 猪瀬　直樹

● 審議官（隠蔽捜査　9．5） 今野　敏 きれいな言葉より素直な叫び 新井　見枝香

グレイスレス 鈴木　涼美 池辺　晋一郎

浮遊 遠野　遥 ● 田辺　聖子

木挽町のあだ討ち 永井　紗耶子 笹倉　明

西澤　保彦 ネット右翼になった父 鈴木　大介

香港陥落 松浦　寿輝 クォン　ナミ

鬼の話を聞かせてください 木江　恭 父から娘への7つのおとぎ話 アマンダ・ブロック

空襲の樹 三咲　光郎 花びらとその他の不穏な物語
グアダルーペ・

ネッテル

残照 田中　芳樹 直木賞をとれなかった名作たち 小谷野　敦

ドールハウスの惨劇 遠坂　八重 silentシナリオブック完全版 生方　美久

● 書楼弔堂　待宵 京極　夏彦 ● 東海林　さだお

● 群　ようこ 上野　千鶴子

ぼくはなにいろ 黒田　小暑 森鴎外、自分を探す 出口　智之

クラックアウト 長沢　樹 名著入門　日本近代文学50選 平田　オリザ

祝祭のハングマン 中山　七里 ● 池波　正太郎

ホワイトルーキーズ　3 佐竹　アキノリ ポピーのためにできること ジャニス・ハレット

● 荒ぶるや（空也十番勝負　9） 佐伯　泰英 鹿狩りの季節 エリン・フラナガン

　　　　新　　着　　図　　書　　案　　内　　　令和５年４月　№４

令和その他のレイワにおける健全な反逆
に関する架空六法

9　その他の文学

いちにち、古典　〈とき〉をめぐる日本文学誌

固結び（損料屋喜八郎始末控え　5）
シルバー川柳　笑いあり、しみじみあり　
　バラ色の人生編

答えは市役所3階に　2020心の相談室
リンボウ先生のなるほど古典はおもしろ
い!

十字路が見える 完全版　1 東風に誘われ

十字路が見える 完全版　２ 西陽の温もり

おやじはニーチェ　
　認知症の父と過ごした436日

空を見てますか…　14　
　作曲家もキンキュウ事態

食べるたのしみ　田辺聖子のエッセイ

山下財宝が暴く大戦史　
　旧日本軍は最期に何をしたのか

異分子の彼女　腕貫探偵オンライン
（「腕貫探偵」シリーズ）

ひとりだから楽しい仕事　日本と韓国、
ふたつの言語を生きる翻訳家の生活

ショージ君、85歳。老いてなお、ケシカラン
ことばかり

今日はいい天気ですね。
（れんげ荘物語　7）

上野千鶴子がもっと文学を社会学する

人生の滋味　池波正太郎かく語りき
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貸出点数無制限を継続します
 コロナ禍で３月末までの期間の試行としていた貸出冊数の無制限について、令和５年
４月1日以降も引き続き実施いたします。
貸出期間の２週間で読める範囲内で何冊でもご利用になれます。
ぜひご活用ください。

本館 アーニス分館 鷲別配本所 登別配本所 こぐま号

住所 中央町5-21-1 中央町4-11 鷲別町3-3-4 登別港町1-4-9 中央町5-21-1

電話 85-4324 81-2182 86-8823
平日 83-1131

土日祝 50-6602
85-4324

休館日 月曜・祝日・年末年始
毎月最終金曜

木曜・年末年始
毎月最終金曜

年末年始のみ
日曜・月曜

祝日・年末年始

開館時間
10:00~18:00

(木曜のみ19:30)
10:00~20:00

9:00~17:30
(昼休みあり)

9:00~17:30 巡回表のとおり

図書館カレンダー 令和５年(2023年) ４月

図書館施設案内

＊貸出期間の変更はありません。
＊WEBサイトでの予約・リクエストの受付点数は10冊から変わりません
＊登別市内図書館での貸出点数に限ります。
 室蘭市内、伊達市内図書館の貸出点数については各図書館へお問い合わせください。

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3

本館休館

4 5 6

分館休館

7 8

9 10

本館休館

11 12 13

分館休館

14 15

16 17

本館休館

18 19 20

分館休館

21 22

23 24

本館休館

25 26 27

分館休館

28図書整理日

本館休館
分館休館

29 昭和の日

本館休館

30 5/1

本館休館

5/2 5/3憲法記念日

本館休館

5/4みどりの日

本館休館
分館休館

5/5こどもの日 5/6

こどもの日
特別開館

こども映画
デジタル

おはなし会

おはなし会ブックスタート

講演会

おはなしぽけっと
リサイクル市
最終日(本館)

ライブラリー
スタート

おはなし会

アフタヌーン
シアター
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