
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町立小清水図書館

〒099‐3642 斜里郡小清水町

南町２丁目２７番７号

TEL：0152‐62‐2165 FAX：0152‐62‐3688

＊開館時間

平 日：午前９時３０分～午後８時００分

土・日・祝：午前９時３０分～午後５時３０分

＊休館日

毎月月末(図書整理日)

年末年始(１２月３０日～１月５日)

MAIL:koshimizutosyokan@angel.ocn.ne.jp

２０１９年１０月号

令和元年１０月９日

新着図書のご案内 ※紹介文は、「図書流通センター」の「新刊全点案内」を参考にしています。

図書館だより

令和の新常識
日本の新常識研究会 著 PHP研究所

江戸時代、士農工商という身分制度はなかった。太陽系の惑星は

１つ減って８つ。春菊はサラダがベスト…。近年変化した常識につ

いて、歴史や法律、社会、科学、健康、美容など幅広い分野にわた

って紹介する。

仁徳天皇陵と巨大古墳の謎
水谷 千秋 監修 宝島社

２０１９年７月、世界遺産に登録された百舌鳥・古市古墳群。河

内平野にある両地は日本屈指の古墳密集地帯である。この古墳群に

まつわる数々の謎を解き明かす。百舌鳥・古市古墳群全８９基ガイ

ドも収録。

この世を生き切る醍醐味
樹木 希林 著 朝日新聞出版

樹木希林は、なぜあれほど“平気''に死んだのか？全身がんで世を

去る半年前、７時間に及ぶ最後のロングインタビューを全収録。生

病老死をおもしろがるヒントが満載。

娘・内田也哉子のインタビューも掲載する。

熱源

川越 宗一 著 文藝春秋

樺太で生まれたアイヌ、ヤヨマネクフは故郷を奪われたポーラン

ド人や、若き日の金田一京助と出会い、自らの生きる意味を見出し

…。明治維新後、樺太のアイヌに何が起こっていたのか。アイヌの

闘いと冒険を描く傑作巨篇。

片づけられないのは「ためこみ症」のせいだった！？
五十嵐 透子 著 青春出版社

「捨てられない」理由は性格ではなく脳にある。精神疾患「ため

こみ症」とは何かを解説し、モノとの向き合い方を見直して、「た

めこまない生活」に変わるヒントを紹介する。「ためこむ人」のま

わりの人へのアドバイスも収録。
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東川　篤哉

渡邊　乾二

薬膳

むね肉レシピ３６５日

半日で作れる！かんたんバッグ

山中　順子

飯島　奈美

ぼくのおつまみ天国

倉本　聰

まるごとわかるタマゴ読本

６０歳からのひとり旅鉄道旅行術

おうち昼ごはんお助け帳 福岡　直子

ぼく

日本アイスクロニクル

アロマテラピー図鑑

ご飯の島の美味しい話

菊地　秀行

窪　美澄

梨屋　アリエ

古川　日出男

朝井　まかて

吉田　敏浩

てんやわんやのトーシツ・ライフ 中村　ユキ

日米戦争同盟

日本全国池さんぽ 市原　千尋

やりすぎいきもの図鑑 今泉　忠明

山本　光一

にっぽんのスズメと野鳥仲間

武田　綾乃

１０月 の 新 着 図 書

犯人に告ぐ　３

流星のソード

伊勢佐木町探偵ブルース

落日

雫井　脩介

柄刀　一

湊　かなえ

心理・歴史・社会

海堂　尊

沢村　浩輔

秋吉　理香子

石川　智健

ヴィーナスは天使にあらず 赤川　次郎

人間の本性 丹羽　宇一郎

パラドックス　数学編

北海道の鉄道旅大図鑑 「旅と鉄道」編集部

光に向かって這っていけ サーロー節子

ニュートン

のっけから失礼します

人生の終わり方も自分流

クラフトビール超入門 主婦の友社

アイスマン福留

ブティック社

松本　典久

ジム・ロジャーズ日本への警告

今、韓国で起こっていること

政界版悪魔の辞典 池上　彰

シンシアリー

9月1日

発達障害僕にはイラつく理由がある！

樹木　希林

かなしろ　にゃんこ。

中野　さとる

水生　大海

しまえながのきもち

医学・家庭・工学・産業

ちづか　みゆき

佐々木　薫

文　　　　　　　学
純子 赤松　利市

センス・オブ・シェイム 酒井　順子

落花狼藉

吉沢　久子

あまん　きみこ

鈴木　牛後

神奈川宿雷屋

やすらぎの刻（とき）～道～　２

土に贖う

紅の女王

トリニティ

河崎　秋子

最後のページをめくるまで

吉沢久子すっきり生きる言葉

曽野　綾子

益田　ミリ

三浦　しをん

あまんきみこと教科書作品を語らう

にれかめる

中島　要

かわいい見聞録

幼なじみ

無人の稲田

レパード　上・下

鴨川食堂まんぷく

ジョー・ネスボ

鳥羽　亮

千野　隆司

吸血鬼に鐘は鳴る 赤川　次郎

太田　忠司

芸術・体育

柏井　壽 オリンピック全大会 武田　薫

やっぱりミステリなふたり

明日死んだ男 赤川　次郎

文　　　　　　　学（文庫本）

灼熱

20

氷獄

時喰監獄

厳寒の町 ｱｰﾅﾙﾃﾞｭﾙ･ｲﾝﾄﾞﾘﾀﾞｿﾝ

その日、朱音は空を飛んだ

きみの存在を意識する

グスコーブドリの太陽系

定期便でいく豪華フェリー　2019～2020 笠倉出版社

絶対に住めない世界のゴーストタウン クリス・マクナブ

書評稼業四十年 北上　次郎

サッカーラボ編集部

別冊宝島編集部

平凡社樹木希林のきもの

サッカーラボ

証言イチロー

ヒグチユウコ 河出書房新社

大家さんと僕　これから 矢部　太郎

https://3.bp.blogspot.com/-knhYJKPDxZI/W7WhrqB4N_I/AAAAAAABPS0/LE35TCZ8BP8iVsBILjcFsPISwsr2wmWjACLcBGAs/s800/halloween_mark_cat.png
https://4.bp.blogspot.com/-eOtVlzxX79M/W7WhsWRzg_I/AAAAAAABPS4/01dZOL82SLQdZyduLzHQKsvXxj15UtyvACLcBGAs/s800/halloween_mark_majo.png


・ アニマルバスとよるのもり あさの　ますみ ・ ふみきりかんかんくん 斉藤　洋

・ あやしいぶたのたね 佐々木　マキ ・ みんなありがとう サトシン

・ おばけばたけのおふろやさん とよた　かずひこ ・ スノーウィとウッディ ロジャー・デュボアザン

・ おやさいしろくま 柴田　ケイコ ・ ガンピーさんのサイ ジョン・バーニンガム

・ くだものたちのないしょだよ はせがわ　かこ ・ じゃない！ チョー・ヒカル

・ こんなとききみならどうする？ 五味　太郎 ・ おじいちゃんがのこしたものは… マイケル・モーパーゴ

・ どっち？ まつおか　たつひで ・ くるまがいっぱい！ リチャード・スキャリー

・ レイワ怪談　半月の章 ありがとう　ぁみ ・ 恐怖コレクター　巻ノ１２ 佐東　みどり

・ レイワ怪談　新月の章 ありがとう　ぁみ ・ 科学探偵VS．妖魔の村 佐東　みどり

・ 二ノ丸くんが調査中　３ 石川　宏千花 ・ しゅくだいかけっこ 福田　岩緒

・ 心霊探偵ゴーストハンターズ　４ 石崎　洋司 ・ 読む喜びをすべての人に 金治　直美

・ 友だちをやめた二人 今井　福子 ・ ずっとずっと、ともだちだよ… 若月　としこ

・ 恐怖からのドンデン話 オールナイトニッポン ・ 初恋ロスタイム 仁科　裕貴

・ アッチとドッチのフルーツポンチ 角野　栄子 ・ ドラゴンクエスト　ユア・ストーリー 堀井　雄二

・
おしりたんてい
 ラッキーキャットはだれのてに！

トロル

・ しずくちゃん　３３ ぎぼ　りつこ ・ ゆるゆる外来生物図鑑 さの　かける

・ からだのなかのびっくり事典　もっと！！ こざき　ゆう ・ 北極と南極の「へえ～」がわかる地球のこと 中山　由美

じどうちしき

えほん

よみもの

おはようおやすみぼくのせかい
マーガレット・ワイズ・ブラウン∥ぶん

おひさまがのぼって、いちにちがはじまりました。こうさぎはみんなに「おはよう」の

ごあいさつをします。おひさまがしずむと、こんどは「おやすみなさい」をいって…。

ごみ育 日本一楽しいごみ分別の本
滝沢 秀一∥著

使い終わったカイロって何ごみだろう？保冷剤はどう捨てるのか知ってる？ごみ

の分別や、ごみとのつき合い方を教えてくれる一冊です。

コリンのお店びらき
ひこ 田中∥文

しょうがく１ねんせいになったコリンは、おとうさんたちがフリーマーケットにさんか

するときいて、じぶんもいっしょにおみせをだすことにしました。もうしょうがくせいだ

から、いらなくなったものをうろう！



１０月３１日（木）は図書整理休館日です

第２１回

今年も、としょかんまつりを開催

します。当日はコミュニティプラザ

全館でたくさんのイベントを用意

して、皆様をお待ちしております。

この機会に、図書館で楽しい時間

をお過ごしください。

予定しているイベント

・古本市 ・無償提供本

・としょかんクイズ ・屋台

・おはなし会

・来館ポイント１０倍

・ブッカーサービス ｅｔｃ…

今月の本棚

螺旋プロジェクト

とある年、一人の作家の呼びかけで競作
企画が始まった。八組の作家たちが共通
ルールを決めて書き上げた、原始から未来
への壮大な歴史物語を集めました。

おはなし会をする日 ／ おはなしをする人

・１０月１２日（土） １０：００～ ／ おはなしきかんしゃ
ハロウィンおはなし会

・１０月１９日（土） １４：００～ ／ 図 書 館

・１０月２６日（土） １４：００～ ／ 図 書 館

・１１月 ２日（土） １４：００～ ／ 図 書 館

１０月・１１月のとしょかんおはなし会
図書館では、下記の日程で絵本など

を使ったおはなし会を行っています。

ご来館の際にはお気軽にどうぞ。

場所：図書館幼児室

皆様が読まなくなった

本をお寄せください

図書館では、古本市に出す

ための本を集めております。

もう読まなくなった本があれ

ば、ぜひ図書館までお寄せ

ください。

９月１０日・１１日の２日間、清里高校の

生徒２名が、インターンシップで図書館

へやって来ました。生徒たちは本の貸

出や返却といった、図書館の仕事を真

剣な様子で取り組んでいってくれました。


