
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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１１月号

令和元年１１月１３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

農業高校へ行こう！
全国農業高等学校長協会 監修 家の光協会

いま、農業高校が熱い！地域おこし、ご当地グルメ開発など、全

国の農業高校のユニークな取り組みを写真とともに紹介する。ウド

鈴木、サヘル・ローズ、金足農業高校野球部監督といった、ゆかり

の人からのメッセージも掲載。

女子栄養大学栄養のなるほど実験室
吉田 企世子 監修 女子栄養大学出版部

ゆでじゃが芋は切り方でカリウムの残存率が違う？レバーは血抜

きすると鉄は損失する？日ごろ、料理をしている中で、疑問に思っ

たことについて実験し、その結果を科学的なデータで示す。

漫画映画漂流記
小田部 羊一 著 講談社

『なつぞら』奥原なつのヒントとなった奥山玲子。生涯のパート

ナーで女性アニメーターの先駆者だった奥山玲子について、「ハイ

ジ」「マルコ」「マリオ」をデザインした夫、小田部羊一が語る。

仕事仲間や友人のインタビュー、貴重写真・イラストも多数収録。

あの日に帰りたい

小路 幸也 著 中央公論新社

子どもたちが作った雪だるまが歩いてなくなった？村を騒がせる

自称霊能者の女性の目的は？兄弟喧嘩があやわ殺人事件に。その悲

しき真相とは？駐在さん×元医者の妻が人々の心を解き解す、連作

短編警察小説。

潜入ルポａｍａｚｏｎ帝国
横田 増生 著 小学館

‟世界最大の小売企業''アマゾンによって、いまや日本市場は制圧

されつつある。果たして、その現場では何が起きているのか。アマ

ゾンのさまざまな現場に忍び込み、「巨大企業の光と影」を明らか

にするルポルタージュ。
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パラドックス　物理編

もの忘れと記憶の科学 五日市　哲雄

明智光秀と織田信長 明智　憲三郎

ニュートンプレス

神護　かずみ

若宮　寿子

リュウジ

あさの　あつこ

伊藤　朱里

門井　慶喜

木俣　冬

寺地　はるな

へバーデン結節

生き物の死にざま

医学・家庭・工学・産業

関　由佳

川上　弘美

扶桑社

脳卒中の再発を防ぐ本

リクルート北海道じゃらんママじゃらん北海道　2019-2020秋冬

１１月 の 新 着 図 書

覇権交代　５

黙秘犯

ノワールをまとう女

罪と祈り

大石　英司

翔田　寛

貫井　徳郎

心理・歴史・社会

奥田　英朗

逢坂　剛

市川　憂人

荻原　浩

カインは言わなかった 芦沢　央

私の大往生 週刊文春

文　　　　　　　学
カナダ金貨の謎 有栖川　有栖

努力をやめるノート ジョイ石井

教養としての世界の名言3６５ 佐藤　優

屑の結晶

「捨てなきゃ」と言いながら買っている

上田　秀人

千野　隆司

椎名　誠

命あれば

シルバー川柳　９

原田　マハ

髪結おれん

飛雲のごとく あさの　あつこ

わたしの良い子

岸本　葉子

瀬戸内　寂聴

全国有料老人ホーム協会

20  CONTACTS

また明日

魔偶の如き齎すもの

アスリーツ

きみはだれかのどうでもいい人

三津田　信三

群　ようこ

太秦荘ダイアリー　３

わが母なるロージー

ＮＮＮからの使者　４

ピエール・ルメートル

神楽坂　淳

望月　麻衣

黄緑のネームプレート 赤川　次郎

林　真理子

矢崎　存美

シルバー川柳　特別編４ みやぎシルバーネット

この道をどこまでも行くんだ

酒井　慎太郎

うちの旦那が甘ちゃんで　５

茜の茶碗

時間（とき）の花束 三浦　百惠

ブティック社

ひきちガーデンサービス

Shi-Ba編集部

樹木　希林

芸術・体育・言語

節約しながら糖質オフ！366レシピ

まるっと１年猫川柳

まるっと１年犬川柳

幸せな習慣 内田　彩仍

主婦の友社

脳活性手芸

やさい麹

つまみメシ

ポリ袋でかんたん低温真空調理

黒い同盟　米国、ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ、ｲｽﾗｴﾙ

るるぶソウル　’２０ ＪＴＢパブリッシング

宮田　律

働かない技術

峯村　健司

新井　健一

私はスカーレット　１

絶望スクール 石田　衣良

文　　　　　　　学（文庫本）

神とさざなみの密室

楽園の真下

罪の轍

百舌落とし

わたしのいるところ ジュンパ・ラヒリ

某

定価のない本

なつぞら　下

まさき　としか

潜入中国

江面　弘也

ブレット・メイヤーはじめてのかんじ

老いの重荷は神の賜物

名馬を読む　２

もっと知りたい岸田劉生 蔵屋　美香

ねずみ年のゆる文字年賀状 宇田川　一美

グリーンウッドワーク 久津輪　雅

平野　照之

クックパッド防災レシピＢＯＯＫ

超ひも理論 ニュートンプレス

天気予報 ニュートンプレス

稲垣　栄洋

シリーズ人体　遺伝子

猫川柳編集部

NHKｽﾍﾟｼｬﾙ「人体」取材班

オーガニック植木屋の剪定術



・ おもちさんがね… とよた　かずひこ ・ ねことねこ 町田　尚子

・ おやすみのえほん いしかわ　こうじ ・ ねこの結婚式 安房　直子

・ グリドングリドン みやにし　たつや ・ きみののぞみはなんですか？ 五味　太郎

・ じゃがいもひめとさつまいもひめ はらぺこめがね ・ わんぱくだんのてんぐのすむやま ゆきの　ゆみこ

・ 大好きって意味だよ 槙原　敬之 ・ あいぼうはどこへ？ ジョシュ・ファンク

・ かぜがふくふく 田島　征三 ・ レイと仲間たち ジェフリー・ブラウン

・ にだんベッドだいすき！ ほそい　さつき ・ おばあちゃん、ぼくにできることある？ ジェシカ・シェパード

・ よるのまんなか おくはら　ゆめ ・ 夢の森のティーパーティー 富安　陽子

・ ふしぎないどうどうぶつえん くさの　たき ・ 捨て犬・未来とどうぶつのお医者さん 今西　乃子

・ おばけひめがやってきた！ むらい　かよ ・ 昔話法廷 Season４

・ おはなし！コウペンちゃん　２ 深山　くのえ ・ ラストで君は「まさか！」と言う 冬の物語 PHP研究所

・ 人間図鑑 間芝　勇輔 ・ 未来を変えるロボット図鑑 ルーシー・ロジャーズ

・ スポーツの迷路 香川　元太郎 ・ プラレール大集合 2020年版 永岡書店

・ めくって学べるもののしくみ図鑑 学研プラス ・トミカ大集合 2020年版 永岡書店

・ 楽しく作って、おいしく食べよ！
だいすき♥おやつ

阪下　千恵
・ ニュースからくらしまで

絵と新聞でわかる平成時代
理論社

・ C♥SCHOOL誕生日＆
名前うらないBOOK and more!

阿雅佐

じどうちしき

えほん

よみもの

NHK　Eテレ「昔話法廷」制作班

パン ふわふわ
彦坂 有紀∥著

ミルクパンやベーグルなど、いろいろなパンがあつまったパンのえほん。「ふわふ

わ」してるパン、「ばりばり」しているパン、ほんものみたいでおいしそう！

おじいちゃんの小さかったとき 塩野 米松∥文

おばあちゃんの小さかったとき おち とよこ∥文

おじいちゃんやおじいちゃんは、こどものときどんなことをしてあそんだの？

1950年代～1960年代のころがわかる、祖父母と孫をつなぐ本。

おいで… （ゾッとする怪談えほん）
有田 奈央∥著

「ゆうれいがでる」といううわさがある、こうえんのトイレ。うわさがひろまってからは、

このトイレはつかっているひとがいないみたい。だけどいぬのさんぽちゅうに、ぼく

はおなかがいたくなって…。



１１月３０日（土）は図書整理休館日です

おはなし会をする日 ／ おはなしをする人

・１１月１６日（土） １４：００～ ／ 図 書 館

・１１月２３日（土） １４：００～ ／ 図 書 館

・１２月 ７日（土） １４：００～ ／ 図 書 館

・１２月１５日（日） １０：００～ ／ おはなしきかんしゃ

クリスマスのつどい

１１月・１２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

今月の本棚

はこの１冊！

１１／１１（月）～１２／１０（火）まで

【短文部門】 俳句の部 川柳の部 短歌の部
【長文部門】 詩の部 随筆の部 読書感想文の部
【文学部門】 童話の部 小説の部

募集作品

募集期間

町立小清水図書館（ＴＥＬ６２－２１６５）

町立小清水図書館 小清水小学校 小清水中学校

図書館に置いてある応募用紙をご覧ください応募のきまり

応募する場所

問合せ先

主催：一般財団法人ふれ愛こしみず 町立小清水図書館 協賛：小清水済世クラブ

協力：小清水小学校 小清水中学校 後援：小清水町教育委員会 小清水俳句会

おススメ
中学校３年生の

職場体験学習がありました

１０月２９日（火）から３１日（木）まで、小

清水中学校から４名の生徒が図書館へ

やってきました。としょかんまつりの準

備や休館日の仕事など、楽しみながら

も一生懸命取組み、仕事の大変さを学

んでいきました。

みなさんのおススメはどんな本ですか？

今月は図書館の職員と職場体験に来て

いた中学生がおススメの１冊をPOPで紹

介します。


