
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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１２月号

令和元年１２月１１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

最強に面白い！！人工知能 ディープラーニング編
ニュートンプレス

人工知能は、ディープラーニングによって、人間にも匹敵するよ

うな判断能力を手に入れた。人工知能の飛躍をもたらしたディープ

ラーニングの基本的な仕組みから、人工知能の未来までを紹介する。

死ぬまでに行きたい！世界の絶景 ガイド編
詩歩 著 三才ブックス

Facebookページ「死ぬまでに行きたい！世界の絶景」のプロデ

ューサーが、実際に訪れたおすすめの場所をセレクト。憧れの絶景

から注目スポットまで、国内外１００か所以上を紹介する。

連続テレビ小説なつぞら なつが食べてたおいしいレシピ
扶桑社

なつが泣いた雪月のアイスクリーム、北の大地の豊かさを実感す

る三平汁、ハイカラで奥深い味わいバターカリー…。連続テレビ小

説「なつぞら」に登場した料理、お菓子から１２品を厳選してレシ

ピを紹介する。

祝祭と予感

恩田 陸 著 幻冬舎

「蜜蜂と遠雷」のスピンオフ短編小説集。ピアノコンクールの審

査員ナサニエルと三枝子の若き日の衝撃的な出会いとその後を描い

た「獅子と芍薬」など、全６編を収録する。

キタリス
竹田津 実 著 新潮社

傷ついた野生動物を治療して森に帰す獣医師が、北の大地に生き

るリスたちの愛らしくもたくましい姿を、あたたかい眼差しで見つ

めて綴る観察記。巣作り、恋、出産、子育て、旅立ち、そして別れ

をとらえた写真集。
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世界宗教の条件とは何か

日本史総合年表 加藤　友康

北方領土はなぜ還ってこないのか 名越　健郎

佐藤　優

赤川　次郎

KADOKAWA

沙和花

小川　糸

加藤　元

小路　幸也

辻村　深月

天童　荒太

グレタたったひとりのストライキ

いのちは輝く

医学・家庭・工学・産業

有元　葉子

坂井　希久子

司馬　理英子

親ががんになったら読む本

デービッド・アトキンソン国運の分岐点

１２月 の 新 着 図 書

逃亡小説集

Ｉの悲劇

いもうと

どうしても生きてる

吉田　修一

米澤　穂信

朝井　リョウ

心理・歴史・社会

深木　章子

誉田　哲也

木内　一裕

楡　周平

ブラックシープキーパー 柿本　みづほ

世界５大宗教入門 山中　俊之

文　　　　　　　学
黒白の起点 梓　林太郎

北海道の氷雪絶景 昭文社

冬の北海道　２０１９ 昭文社

明日の僕に風が吹く

ヤットコスットコ女旅

伊集院　静

五木　寛之

角野　栄子

介護のうしろから「がん」が来た！

カッティング・エッジ

あさの　あつこ

迷いながら生きていく

愛のまなざし 石井　一弘

巡礼の家

室井　滋

篠田　節子

ジェフリー・ディーヴァー

人を乞う

菊花の仇討ち

小箱

ライオンのおやつ

ごめん。

小川　洋子

梶　よう子

十五の花板

まよい道　

続揺

佐伯　泰英

風野　真知雄

倉阪　鬼一郎

神様たちのお伊勢参り　６ 竹村　優希

千野　隆司

上田　秀人

サードドア アレックス・バナヤン

「作家」と「魔女」の集まっちゃった思い出

マレーナ・エルンマン

眠れない凶四郎　３

大人の流儀　９

斜めがけバッグとリュック 日本ヴォーグ社

後藤　由紀子

山田　正彦

広田　すみれ

そにし　けんじ

芸術・体育・言語

ニット地で作る大人服

日本懐かし航空大全

５人目の旅人たち

とりわけ冷凍で親ごはん 小菅　陽子

クライ　ムキ

日々のものさし１００

有元葉子この２皿さえあれば。

にっぽんの子ども食

蒸し大豆使いきり！

消費税１０％後の日本経済

言霊USA　XXL 町山　智浩

安達　誠司

介護の現場と業界のしくみ

石井　光太

高山　善文

新・入り婿侍商い帖

怪盗探偵山猫　６ 神永　学

文　　　　　　　学（文庫本）

飛べないカラス

鉄の楽園

極上の罠をあなたに

背中の蜘蛛

掃除婦のための手引き書 ルシア・ベルリン

妻の終活

夏服を着た恋人たち

ツナグ　想い人の心得

乾　ルカ

本当の貧困の話をしよう

荒磯　寛

守屋　宏則やさしくくわしい中国語文法の基礎

ラガーにゃん　１・２

我が相撲道に一片の悔いなし

絵本むかし話ですよ　２ 五味　太郎

仏像１００のひみつ 枻出版社

ＡＬＬ　ＢＬＡＣＫＳ ピーター・ビルズ

　山口　健

スマホをおいて、ぼくをハグして！

理科の謎、きちんと説明できますか? 左巻　健男

脳HACK大全 茂木　健一郎

　松永　正訓

睡眠の教科書

谷川　一巳

ニュートンプレス

売り渡される食の安全
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・ あさくさかな 加藤　休ミ ・ 図書館のふしぎな時間 福本　友美子

・ おうさまのこどもたち 三浦　太郎 ・ ノラネコぐんだんカレーライス 工藤　ノリコ

・ おしょうがつバス 藤本　ともひこ ・ ばあ ザ・キャビンカンパニー

・ おもしろおべんきょモンスター のぶみ ・ ひとりでおとまり まるやま　あやこ

・ かいぶつのとしょかん ふくい　りえ ・ わくわくげんきにあそぼう！ やなせスタジオ

・ かべのすきま 中西　翠 ・ わたしのわごむはわたさない ヨシタケ　シンスケ

・ きらいきらい！ 武田　美穂 ・ パディントンのてんらんかい マイケル・ボンド

・ しちふくじんのかみかみレストラン すがの　やすのり ・ ムーミントロールと金のはっぱ トーベ・ヤンソン

・ しろいしろいころわん 間所　ひさこ ・ やぎのグッドウィン ドン・フリーマン

・ たいこ 樋勝　朋巳

・ まじょかもしれない？ 服部　千春 ・ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１２ 廣嶋　玲子

・ 百桃太郎 原　京子 ・ 鬼遊び　３ 廣嶋　玲子

・ アナと雪の女王６つのおはなし たなか　あきこ ・ 小説弱虫ペダル　１ 渡辺　航

・ またね、かならず 草野　たき ・ 華麗なる探偵アリス＆ペンギン　１３ 南房　秀久

・ 鹿鳴館の恋文 小森　香折 ・ ６年１組黒魔女さんが通る！！　０９ 石崎　洋司

・ ネコ魔女見習いミルク　１ ポーラ・ハリソン ・ ディズニーツムツム　２ うえくら　えり

・ 森の診療所ものがたり 竹田津　実 ・ オリンピックパラリンピックのスゴイ話 大野　益弘

・ 世界の鉱物・岩石・化石・貝・大図鑑 ダン・グリーン ・ マジナンデス こざき　ゆう

・ マンガでよくわかるねこねこ日本史　５ そにし　けんじ ・ とべる！なわとび 藤子・F・不二雄

・ 安倍晴明 加来　耕三 ・ 気象キャラクター図鑑 筆保　弘徳

・ どこ？　パーティーのさがしもの 山形　明美 ・お札に描かれる偉人たち 楠木　誠一郎

・ ウォーリーをさがせ！まちがいもさがせ！ マーティン・ハンドフォード
・ 図解でわかる！
　１０歳からの「府省」のしくみ

「子どもと社会」研究会

じどうちしき

よみもの

えほん

はたらくくるまたちのクリスマス
シェリー・ダスキー・リンカー∥文

ひろいひろいこうじげんばに、はたらくくるまたちがせいぞろい。ことしさいごのおお

しごとを、クリスマスまでにしあげるぞ！クリスマス・イブのよる、かえりみちでみつけ

たものは、とってもすてきなプレゼント。

あおいアヒル
リリア∥さく

おかあさんのいないあかちゃんワニを、おおきくなるまでそだてたアヒルは、

ワニがりっぱになってあんしんしたせいか、いつからかいろんなことをわすれる

ようになりました。

やさいのがっこう キャベツくんおはなになる？
なかや みわ∥さく

おいしいやさいになるため、やさいのがっこうにかようやさいのこどもたち。

ほんがだいすきなキャベツくんはやさいのずかんをみて、じぶんは「やさい」では

なく「はな」なのでは、としんぱいになり…。



おはなし会をする日 ／ おはなしをする人

・１２月２１日（土） １４：００～ ／ 図 書 館

・１２月２８日（土） １４：００～ ／ 図 書 館

・ １月１１日（土） １０：００～ ／ おはなしきかんしゃ

・ １月１８日（土） １４：００～ ／ 図 書 館

１２月・１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

１１月１０日（日）、第２１回としょかん

まつりを行いました。初めから終わり

まで、各イベントにたくさんのご参加

を頂き、誠にありがとうございました。

古本市 無償提供本

屋台村

絵本読み聞かせゲームで遊ぼう

としょかんクイズ

今月の本棚

こ あ

１２月２１日は逆から読んでも１２月

２１日と読めることから、「回文の日」

だそうです。そこで、回文の本を始め

言葉遊びの本を集めてみました。

年末年始休館日
のお知らせ

年末年始期間のコミュニティプラザは、

下記の通り休館致します。図書館の

資料を返却する方は、返却ポストへ

御投函ください。

絵本以外のものを使って、いつもとは

ちがった特別なおはなし会をします。

最後まで聞いてくれた人には、プレゼ

ントがありますので、どうぞ最後まで

参加していってください。

３１日（火）

休館日３０日（月）

休館日

通常開館

図書館 子育て

開館日

月

１２

月

１日（水）

２日（木）

３日（金）

４日（土）

５日（日）

６日（月）

１

月

日


