
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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２月号

令和２年２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

３万年前の航海の謎を解く
ＮＨＫクローズアップ現代＋制作班 著 徳間書店

３万年前、日本人の祖先は、大陸からどうやって来たのか。世界

最大の海流である黒潮に阻まれた最難関ルートを、どのようにして

渡ったのか。古代の大航海を再現した研究者と取材チームの格闘の

記録。

８０５０問題
黒川 祥子 著 集英社

８０代の親が５０代のひきこもりの子を抱えている家庭、そこか

ら派生する「８０５０問題」。推計６１万人いるといわれる当事者

と家族の歩みをたどり、「８０５０問題」の具体的なありよう、そ

の内実を提示するルポルタージュ。

訪問調理師ごはんさんのどんどんおかわりする子ども大好きレシピ７８

ごはんさん 著 徳間書店

楽しい食感、混ぜ込み大作戦、ミルフィーユ煮…。人気レシピか

らササッと作れる３行レシピ、肉・魚・野菜のレシピ、スープ、丼

＆麺レシピ、スイーツまで。子どもの好きな味付け、食感、盛り付

けが詰まった料理レシピを満載。

わが殿 上・下

畠中 恵 著 文藝春秋

織田信長に勝るとも劣らない才気を放つ大野藩主・土井利忠。

「わが殿」に惚れ込んだ七郎右衛門は、無理難題を一手に引き受

け…。幕末痛快小説。

櫻井大典先生のゆるゆる漢方生活
櫻井 大典 著 ワニブックス

養生とは、好きなときに好きなことをしても、食べたいときに食

べたいものを食べても、びくともしない身体を作ること。中医学の

視点から、身体をいたわる養生法を紹介する。症状別の不調の整え

方も収録。
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はい、さようなら。

決定版面白いほどよくわかる！家紋と名字 高澤　等

池上彰の世界の見方　イギリスとＥＵ 池上　彰

瀬戸内　寂聴

小路　幸也

酒ＧＯ委員会

斉藤　謠子

辻堂　ゆめ

夏川　草介

村田　沙耶香

朝井　まかて

浅田　次郎

丸めないﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ、包まないｼｭｳﾏｲ。

ＣＯＰＤのことがよくわかる本

医学・家庭・工学・産業

リュウジ

原田　マハ

佐藤　健一郎

漬けおきで作る魔法のスープ&鍋

落合　陽一２０３０年の世界地図帳

２月 の 新 着 図 書

私に似ていない彼女

男はつらいよ　お帰り寅さん

花咲小路一丁目の髪結いの亭主

夜はおしまい

加藤　千恵

小路　幸也

島本　理生

心理・歴史・社会

恩田　陸

小野寺　史宜

高田　崇史

真梨　幸子

桃源 黒川　博行

かみさまは中学１年生 すみれ

文　　　　　　　学
ノッキンオン・ロックドドア　２ 青崎　有吾

教養としての「国名の正体」 藤井　青銅

旅ボン　台湾・高雄編 ボンボヤージュ

山の上のランチタイム

ぼけますから、よろしくお願いします。

有川　ひろ

益田　ミリ

町田　康

海と空のあいだに

ねこもかぞく

門井　慶喜

小さいコトが気になります

黒武御神火御殿 宮部　みゆき

大名倒産　上・下

信友　直子

石牟礼　道子

堀本　裕樹

自由は死せず

荒城に白百合ありて

さんかく

卒業タイムリミット

勿忘草の咲く町で

千早　茜

須賀　しのぶ

繰綿の幻

冬の虹 藤原　緋沙子

風野　真知雄

千野　隆司

学園キノ　６ 時雨沢　恵一

鈴森　丹子

支倉　凍砂

神様がくれた誰かの一日

文豪が泊まった温泉宿５０ 週刊朝日編集部

しらふで生きる

近藤　幸子

わるじい慈剣帖　２

倒れるときは前のめり　ふたたび

宇宙から帰ってきた日本人 稲泉　連

小林　泰彦

長澤　淨美

文藝春秋

フチモト　ムネジ

芸術・体育・言語

ゴミ清掃員の日常

いま、いちばん新しいリースブック

週刊文春が迫る、ＢＥＡＭＳの世界。

デコ巻きずし 飾　巻子

滝沢　秀一

にっぽん建築散歩

リュウジ式悪魔のレシピ

私たちのキルト

日本厳選カップ酒

壊されゆく子どもたち

大人の言葉力 齋藤　孝

水谷　修

日本の貧困女子

椎名　篤子

中村　淳彦

狼と香辛料　２２

出航 北見　崇史

文　　　　　　　学（文庫本）

ＱＥＤ憂曇華の時

三匹の子豚

歩道橋シネマ

縁

息吹 テッド・チャン

風神雷神　上・下

変半身（かわりみ）

グッドバイ

高森　美由紀

凍りついた瞳(め)２０２０

小西　勝美

デイビッド・セイン英語、苦手かも…?と思ったときに読む本

あっぱれ折り紙

写真で学ぶキャスティング

ゆるりより道ひとり暮らし おづ　まりこ

ハッピー・マインド そら

水木しげる大研究。 ペン編集部

遠藤　香代子

暦と行事の民俗誌

相対性理論 ニュートンプレス

血流がすべて整う暮らし方 堀江　昭佳

桂　秀樹

ゲーム依存からわが子を守る本

KADOKAWA

花田　照久

キヨミさんのシニアの庭あそびアイデア



・ だいずさんちはだいかぞく 国分　牧衛 ・ ぴのちゃんとさむさむねこ 松丘　コウ

・ パパになったぼくへ *すまいるママ* ・ くじらすくい 水凪　紅美子

・ はじめてのドラえもん 藤子・Ｆ・不二雄 ・ なんだろうなんだろう ヨシタケ　シンスケ

・ 心霊探偵ゴーストハンターズ　５ 石崎　洋司 ・ 怪談５分間の恐怖　心霊写真は語る 中村　まさみ

・ おばけのアッチおもっちでおめでとう 角野　栄子 ・ おとのさま、にんじゃになる 中川　ひろたか

・
５分後に意外な結末ｅｘ
　白銀の世界に消えゆく記憶

桃戸　ハル ・ びっくりしゃっくりトイレそうじ大作戦 野村　一秋

・ いのちのカプセルにのって 岡田　なおこ ・ かいけつゾロリスターたんじょう 原　ゆたか

・ 天保の虹 斉藤　洋 ・ みんなの本　伝染する怪談 緑川　聖司

・ 恐怖コレクター　巻ノ１３ 佐東　みどり ・ 怪談収集家山岸良介の最後の挨拶 緑川　聖司

・ 科学探偵ＶＳ．超能力少年 佐東　みどり ・ ねこと王さま ニック・シャラット

・ 明智光秀 小和田　哲男 ・ 小学生にもとれる！資格・検定カタログ 鈴木　秀明

・ 柔道が好き！ 須藤　靖貴 ・憎しみを乗り越えて 佐藤　真澄

・ わたしのビーナス 樫崎　茜 ・戦場の秘密図書館 マイク・トムソン

・
妖怪ウォッチ４コマだじゃれクラブ
 ぷらぷら大乱闘編

レベルファイブ ・
名探偵コナン
　ＫＯＤＯＭＯ時事ワード２０２０

読売ＫＯＤＯＭＯ
新聞編集室

・ ピカチュウにおまかせ！ 嵩瀬　ひろし ・
東大松丸式
　名探偵コナンナゾトキ探偵団

青山　剛昌

じどうちしき

よみもの

えほん

パンダ星
そら∥作・絵

こどもうちゅうひこうしたちは、にんげんがすめるほしをさがしていました。そして、た

どりついたのは、しろとくろのかわいすぎるパンダがいるほしでした。

さいごにすこしかんがえさせられて、すこしせつなくなるえほんです。

ネコ魔女見習いミルク ２ ねがいをかなえる宝物
ポーラ・ハリソン∥作

ミルクは、ネコとおなじすごい力＜キャットパワー＞をもつ女の子。ある日、ねがい

をかなえてくれるという“おうごんのとらのぞう”がまちのはくぶつかんにやってきた。

ミルクもネコたちもひと目見たくなって…。

ピーマン３きょうだいのまんぷくパーティー
田代 隼人∥文

「きょうのごはんはなににしようかしら？」とこまっているおかあさん。そこへピーマン

３きょうだいがあらわれて、パーティーのびゅんびをはじめました。



２月２９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

・２月１５日（土） １４：００～ ／ 図書館

・２月２２日（土） １４：００～ ／ 図書館

・３月 ７日（土） １４：００～ ／ 図書館

・３月１４日（土） １０：００～ ／ おはなしきかんしゃ

２月・３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

近年では本命チョコ・義理チョコ

の他に、友チョコ・逆チョコ・マイ

チョコ・ファミチョコというものも

流行っています。買うのもいい

けれど、やっぱり手作りしたい！と

いう方に向けて、お菓子の本を

集めてみました。

１月９日（木）に、冬のおはなし会

スペシャルで、１月にちなんだペー

プサートやクイズなどをしました。集

まってくれた子どもたちは、いつもは

できないお話を最後まで楽しんで

いってくれました。

カウンター前のコーナーに、過去の

受賞作品とともに展示をしています。

また、最終候補作品もいくつか展示

しています。

１月８日（水）に行った、冬休み子

ども工作教室で、「ぬわない手袋」

を作りました。子どもたちは、完成

した手袋に自由な模様を描き、さ

っそく身に着けていってくれました。

芥川賞受賞作品

「背高泡立草」
古川 真人

集英社

直木賞受賞作品

「熱源」
川越 宗一

文藝春秋


