
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

２０２０年１月号

令和２年１月8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

夫のトリセツ
黒川 伊保子 講談社

ひどいひと言や気が利かない態度は、愛情の欠如でも、彼自身の

個性でもなく、男らしさの副産物―。人工知能の研究者が脳科学の

立場から、男性脳の仕組みや取り扱い方を紹介する。

半ダース介護
井上 きみどり 著 集英社

介護はある日突然やってくる。しかも、芋づる式に…。自分の母

と、夫の祖母と夫の実の両親と育ての両親。ひとりで６人も看るこ

とになった主婦のポジティブ介護日記。

８７歳と８５歳の夫婦甘やかさない、ボケさせない
神津 善行 中村 メイコ 著 幻冬舎

子どもや孫のこと、なつかしい友人のこと、老人ホームや死やお

墓のこと…。長年連れ添った夫婦でも、考え方や感じ方はこんなに

も違う！８５歳の中村メイコと８７歳の神津善行が、かわるがわる

に日常を綴る。

セバット・ソング

谷村 志穂 著 潮出版社

ここでは誰もが一番ほしいのは、どれだけ望んでも手に入らない

親の愛なのだ―。北海道の児童自立支援施設を舞台に、人は変われ

るのかを問う青春小説。実在の施設を取材し繊細な心を描いた著者

の新境地。

中年女子、ひとりで移住してみました
鈴木 みき 著 平凡社

３８歳で東京を離れ、山梨県北杜市で８年間暮らした著者。自身

の田舎暮らしの体験をもとに、中年独身の女性が移住するための仕

事・家探し・ご近所付き合いなどのコツやアドバイスを紹介する。
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川本　義巳

魔法使いの教科書

ビーカーくんとすごい先輩たち うえたに夫婦

誰が科学を殺すのか 毎日新聞「幻の科学技術立国」取材班

ニュートンプレス

世界一やさしい！細胞図鑑

萬田　正治

鈴川　茂

世界を変える１００の技術

石垣　篤志

きの　とりこおなかぺこぺこオノマトペ

栗山ノート

貴乃花　我が相撲道

ラブレター ヒグチ　ユウコ

長寿と画家 河原　啓子

六古窯を訪ねる 森　孝一

拓銀敗戦の記録

札幌本 枻出版社

北海道新聞社

後悔しない子育て

勢古　浩爾

信田　さよ子

弁当屋さんのおもてなし　６

牛鬼の滝 宇江　敏勝

文　　　　　　　学（文庫本）

最果ての決闘者

暗約領域

テレビドラマよ永遠に

サンズイ

四肢奮迅 乙武　洋匡

生命式

ファーストクラッシュ

みちづれの猫

大山　淳子

定年バカ　続

人生ムダなことはひとつもなかった 橋田　壽賀子

ステキな奥さんうぷぷっ　３

高野　優

わるじい慈剣帖　１

短歌の詰め合わせ

風工房のニット小物 風工房

森川　弘子

日経ＢＰ社

岩合　光昭

栗山　英樹

芸術・体育・言語

しぜんなおかし

新しい小農

吾輩はねこである名前はベーコン

おかずがいらないごっついスープ きじま　りゅうた

今井　ようこ

なんて楽しい節約生活

基本調味料で作る鍋

枝元なほみの今夜はおでん

日本一おいしい煮もの

新・浪人若さま新見左近　４

新・入り婿侍商い帖　２ 千野　隆司

風野　真知雄

佐々木　裕一

珈琲店タレーランの事件簿　６ 岡崎　琢磨

小野　不由美

喜多　みどり

白銀(しろがね)の墟(おか) 玄(くろ)の月 １～４

通夜女

希望という名のアナログ日記

東　直子

平凡社

伊藤　理佐

三人寄れば無礼講

人間の芯

上田　秀人

茨木のり子

怪談飯屋古狸 輪渡　颯介

十三の海鳴り

角田　光代

清水　ミチコ

曽野　綾子

本意に非ず

日照雨

彼方のゴールド

純、文学

明日の僕に風が吹く

大崎　梢

志川　節子

１月 の 新 着 図 書

神を喰らう者たち

阪急電鉄殺人事件

潮首岬に郭公の鳴く

カエルの小指

新堂　冬樹

西村　京太郎

道尾　秀介

心理・歴史・社会

鯨　統一郎

笹本　稜平

逢坂　剛

大沢　在昌

殺し屋、続けてます。 石持　浅海

泣いて笑って、生きていく けん三

文　　　　　　　学
三毛猫ホームズの裁きの日 赤川　次郎

縄文人の日本史 澤田　健一

幕末志士の作法 小田部　雄次

60代でしなければならない50のこと

７０歳のたしなみ 坂東　眞理子

樺太地上戦 ＮＨＫスペシャル取材班

中谷　彰宏

平石　貴樹

KADOKAWA

枝元　なほみ

北野　武

乾　ルカ

山田　詠美

唯川　恵

安部　龍太郎

ＨＳＰ！自分のトリセツ

銀河のすべて

医学・家庭・工学・産業

市瀬　悦子

村田　沙耶香

オーブリー・シャーマン

１日３分でうつをやめる。

読売新聞政治部令和誕生
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・ ししにゃいとおしょうがつ 澤野　秋文 ・ ひとりでぼっち くすのき　しげのり

・ おなべさんとおたまちゃん 宮本　えつよし ・ べろべろばあ 新井　洋行

・ おとうさんのこわいはなし かとう　まふみ ・ ぼく、仮面ライダーになる！ゼロワン編 のぶみ

・ ハンカチともだち なかがわ　ちひろ ・ れおくんとちいさいいもうと 野見山　大輔

・ 君の青色 伊浪　知里 ・ はるかちゃんが、手をあげた 服部　千春

・ おねえちゃんって、すっごくもやもや！いとう　みく ・ レディオワン 斉藤　倫

・ 命のものさし 今西　乃子 ・ 火狩りの王　３ 日向　理恵子

・ ねこねこたんていなぞときダヤン
　おべけやしきのひみつ

きむら　ゆういち
・ 家庭科室の日曜日
　ももたろうがおおすぎる！

村上　しいこ

・ となりのアブダラくん 黒川　裕子 ・ 災害救助犬じゃがいも11回目の挑戦 山口　常夫

・ ぼくのまつり縫い 神戸　遙真
・ 映画すみっコぐらし
　とびだす絵本とひみつのコ

芳野　詩子

・ しょうがくせいのおばけずかん
　かくれんぼう

斉藤　洋 ・
グレッグのダメ日記
　ぶっこわしちゃえ

ジェフ・キニー

・ 国語力をきたえるカタカナ語 藤子・Ｆ・不二雄 ・ すみっコぐらしをさがせ　２ 主婦と生活社

・ １０歳から知っておきたいお金の心得 八木　陽子 ・ すみっコぐらしひみつじてん サンエックス株式会社

・ のりものレインボーずかん やまなか　のりえ ・ 見てびっくり肉食と草食の動物学 盛口　満

・ 清少納言と紫式部 福家　俊幸 ・ようこそ！もりのマナーがっこうへ くるまざき　のりこ

・ ゲームの仕事 セガゲームス ・ふゆとみずのまほうこおり 片平　孝

・ 作って遊ぶ！
　忍者になるおもちゃ図鑑

木村　研
・ ディズニープリンセス
　パーフェクトガイドブック

増井　彩乃

えほん

よみもの

じどうちしき

イヌと友だちのバイオリン
デイビット・リッチフィールド∥作

バイオリンひきのヘクターとイヌのヒューゴはだいのなかよし。ヒューゴはヘクターが

ひくバイオリンがとてもすきでしたが、ヘクターはバイオリンをひくのをやめてしまいまし

た。すると、あるまよなか、ヒューゴがヘクターのバイオリンをひいていて…？『クマと森

のピアノ』の続編。

スポーツのおはなし シリーズ
オリンピックの種目をテーマにした、小学校中学年向けのお話。

『空手、はじめます！』（空手） くすのき しげのり∥作

『空に向かって走れ！』（リレー） 小手鞠 るい∥作

『ピンポン兄弟ゆめへスマッシュ！』（卓球） 吉野 万理子∥作

故郷の味は海をこえて 「難民」として日本に生きる
安田 菜津紀∥著

彼らはなぜ、国を離れなくてはならなかったのか。日本に暮らす難民が、故郷の料理

をふるまいながら語ってくれたことを紹介。彼らのたどってきた道のりをひもときます。



１月３１日（金）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

・１月１８日（土） １４：００～／図書館

・１月２５日（土） １４：００～／図書館

・２月 １日（土） １４：００～／図書館

・２月 ８日（土） １０：００～／おはなしきかんしゃ

１月・２月のとしょかんおはなし会
図書館では、下記のとおり絵本など

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：図書館幼児コーナー

今月の

本棚

見るだけで癒されそうな、

かわいらしいねこの写真

を展示します。ご来館の

際には、ぜひご覧になっ

ていってください。

猫写真


