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新しい図書の 配置図

利用者カードの登録や本の貸出し、返却など
の業務をパソコンで処理することになりました。 「図書カウンター」を設け、本の貸出し、返却を行います。

芥川賞などの各賞を受賞した
作品を並べて紹介しています。

鳥羽亮先生など長瀞町に関わりのある
作品を紹介しています。

今回、新しく３00冊余りの
図書を購入しました。書架を
わけ「本」を紹介しています。

図書室内の全景

「じどうとしょコーナー」は座っても寝転んでも本が読めます。



今回の事業で購入した図書を抜粋して紹介します。
書 籍 名 著者名 出版社

特許やぶりの女王 弁理士・大鳳未来

※第２０回このミステリーがすごい！大賞受賞作
南原 詠 宝島社

北緯４３度のコールドケース ※第６７回江戸川乱歩賞受賞作 伏尾 美紀 講談社

老虎残夢 ※第６７回江戸川乱歩賞受賞作 桃野 雑派 講談社

海をあげる ※本屋大賞２０２１ ノンフィクション本大賞受賞作 上間 陽子 筑摩書房

同志少女よ、敵を撃て ※第１６６回直木賞候補作 逢坂 冬馬 早川書房

赤と青のエスキース ※２０２２年本屋大賞ノミネート作 青山美智子 ＰＨＰ研究所

残月記 ※２０２２年本屋大賞ノミネート作 小田 雅久仁 双葉社

六人の嘘つきな大学生 ※２０２２年本屋大賞ノミネート作 朝倉 秋成 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

機龍警察 白骨街道 ※週刊文春ミステリーベスト１０受賞作 月村 了衛 早川書房

忌名の如き贄るもの ※週刊文春ミステリーベスト１０受賞作 三津田 信三 講談社

ばにらさま ※昨年１０月に急逝した山本先生最後の作品集 山本 文緒 文藝春秋

渋沢栄一９２年の生涯 春・夏・秋・冬の巻（４巻） 白石 喜太郞 国書刊行会

民王 シベリアの陰謀 池井戸 潤 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

悪魔には悪魔を 大沢 在昌 毎日新聞出版

とにもかくにもごはん 小野寺 史宜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

さよならも言えないうちに 川口 敏和 サンマーク出版

東京湾臨海署安積班 暮鐘 今野 敏 角川春樹事務所

李王家の縁談 林 真理子 文藝春秋

フェイクフィクション 誉田 哲也 集英社

③本を選ぶ

※２回目以降の利用手順

はここからです。

①登録申請書記入

申請は、初回のみです。

②利用者カード発行

登録申請時には、本人確

認のため、運転免許証、保

険証、官公庁発行の証明書

類などをご持参ください。

④貸出しの手続き

希望する本と利用者カー

ドを提出してください。

さまざまな活動を制限されている町民の方が家庭で過

ごす時間を充実できるように、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金を活用して、図書の購入と図書シ

ステムを導入しました。



書 籍 名 著者名 出版社

常識がくつがえる 若返り革命 了徳寺 健二 アスコム

眠くなるほど面白い 自律神経の話 小林 弘幸 日本文芸社

タキミカ体操 瀧島 未香 サンマーク出版

腰痛がたちまち消える３秒ストレッチ 神田 良介 アチープメント出版

ひざ痛ー変形性膝関節症ー自力で良くなる！名医が教える１分体操大全 黒澤 尚 文嚮社

人生でいちばん美味しい！リュウジ式至高のレシピ リュウジ ライツ社

１日1杯 脳のおそうじスープ 内野 勝行 アスコム

伝説の家政婦 沸騰ワード１０レシピ タサン志麻 ワニブックス

世界でいちばんやさしい料理教室 ベターホーム協会 ベターホーム協会

からすのぱんやさん かこ さとし 偕成社

おにたのぼうし あまん きみこ ポプラ社

うちにかえったガラゴ 島田 ゆか 文溪堂

くいしんぼうのはなこさん いしい ももこ 福音館書店

おべんとうなあに？ 山脇 恭 偕成社

やまなしもぎ 平野 直 福音館書店

ちいさいおうち リー・ハートン 岩波書店

おじさんのかさ 佐野 洋子 講談社

⑤貸出しの条件

・貸出期間は、貸出日

を含めて１５日間で

す。

・１人で５冊借りること

ができます。

・図書室の利用は、月

末休館日や臨時休館

を除いて毎日できま

す。

⑥返却

図書カウンターで返却の

手続きを行ってください。

図書室にない本はお取寄せできます。
埼玉県内の図書館（県立図書館、市町村立図書

館、一部の大学・機関）は、相互協力のネットワ

ークを作っていて、利用者が求めている本をお互

い貸し借りをしています。

図書室にない本は県内の他の図書館からお取り

寄せすることができます。

お気軽にご利用ください。

県立熊谷図書館の配本サービス
間県立熊谷図書館から約２か月に１回の割合で一

般書４０冊、乳幼児書４０冊、児童書４０冊あわせ

て１２０冊の図書の配本があり、特設コーナーを設

けて貸出しを行っています。

次回配本の貸出しは４月１５日からの予定です。

一般図書の他、児童図書もたくさん購入しました。一般図書

コーナーと児童図書コーナーを同室としましたので、親子

で楽しめる図書室となっています。是非お気軽に親子でもお

越しください。



新 刊 図 書 の ご 案 内
著作名・書 名 内 容 紹 介

馳 星周

黄金旅程
直木賞受賞第一作

競走馬に未来を託す者た

ちの生きざまをリアルに

描いた感動巨編！

装蹄師の平野敬は北海道で牧場を営んでいる。敬が注目するのは尾花栗毛

馬・エゴンウレア。その馬主と競馬場であった際、レースで突然馬が興奮すると

いう不自然な現象に遭遇する。その後、レースでの不自然な現象は厩務員の

一人が犬笛を使って八百長に加担していたことが判明。様々なトラブルが起

こる中、エゴンに人生を託した人々の想いは、未勝馬脱却への奇跡を呼び起

こせるのか――。

中山 七里

鑑定人 氏家京太郎

中山七里、待望の新シリー

ズ第一弾！

文京区にある〈氏家鑑定センター〉は、民間の科学捜査鑑定所だ。所長の氏

家京太郎は、警視庁科学捜査研究所〈科捜研〉のＯＢである。そんな氏家が、旧

知の吉田士童弁護士からの依頼を受けた。猟奇連続殺人事件の犯人が、三件

目の犯行を否定した。氏家京太郎は、古巣の科捜研と対立しながら、事実を追

う。中山七里が描く圧巻の鑑定サスペンス！

有栖川 有栖

捜査線上の夕映え

火村英生シリーズ誕生

から３０年！

一見あありふれた殺人事件のはずだった。火村の登場で、この物語は「ファ

ンタジー」となる。大阪の場末のマンションの一室で、男が鈍器で殴り殺され

た。金銭の貸し借りや異性関係のトラブルで容疑者が浮上するも……。「俺が

名探偵の役目を果たせるかどうか、今回は怪しい」火村を追い詰めた、不気味

なジョーカーの存在とは――。

杤原 嗣雄

秩父 山里の祭りと

暮らし

秩父民俗研究の第一人者による、秩父地方の暮らし・伝統文化を、半世紀に

わたる聞き書きと写真でまとめた記録である。連綿と受け継がれる伝統文化

を綴る大作！

（寄贈 : 杤原 嗣雄 氏）

滝沢 カレン

カレンの台所

料理って、こんなにシン

プルで、簡単で、楽しくて、

自由だったのか！

この本には、普通のレシピ本にあるようなきっちりとした手順も、大さじ１と

か細かな分量もいっさいでてきません。でも、カレンさんが紡ぎ出す魔法のよ

うな言葉を頼りに台所に立ってみると、まるで食材たちとおしゃべりするよう

な、不思議な世界へ連れ出されます。さあ、カレンの台所を一緒に体験してみ

ませんか？

【料理レシピ本大賞２０２１ in japan 第８回〈料理部門〉大賞受賞】

石原 新菜

お医者さんがすすめる

不調を治す

１０倍ショウガの作り方

免疫力の最大の敵。それは「冷え」です。「冷えは万病のもと」ということわ

ざにもあるように、免疫機能の働きは、体温が低くなるほどにぶくなります。

特に、現代人は体温が低下しています。ガン細胞は３５℃台でもっとも増殖す

ると言われています。蒸しショウガは、低体温の現代人にぴったりの食材！

島田 ゆか

バムとケロの

おかいもの
「バムとケロ」シリ

ーズ第４弾

おおらかで心優しい犬のバムと、やりたい放題がかわいいカエルのケロち

ゃんを描いたシリーズの集大成！

ケロちゃんが早起きをする日、それは月に一度のお買い物の日。みんなで

車にのって市場へ出かけよう。モノとヒトの集まる場所「市場」で、島田ゆかワ

ールドのすべてが交錯するといっても過言ではない！

４月になると寒さも遠のいて、暖かい毎日が続き、わくわくとした気持ちに包まれる方も多いのではないでしょう

か。春先に芽吹いた木々が大きく咲かせた花を見ながら、公民館にも足を運んでみてください。

編 集 後 記

絵 画 展 の お 知 ら せ

本年度、絵画（水彩）教室を受講された皆さんが「長瀞町水彩画会」を立ち上げ
クラブ化が図られました。今回はクラブ化後、初の作品を中心に展示します。
力作ぞろいの作品を、ぜひご覧ください。
日時：４月１０日（日）正午から４月２３日（土）閉館まで（開館時間内で観覧できます）
場所：中央公民館ロビー（西側）


