
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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１０月号

令和２年１０月１４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

中年の本棚
荻原 魚雷 著 紀伊國屋書店

気力・体力の衰え、老いの徴候、残り時間…。人は誰でも初めて

中年になる。この先、いったい何ができるのか。“中年の”大先輩

と“新中年”に教えを乞う読書エッセイ。

検証ブラックアウト
北海道新聞社 編 北海道新聞社

２０１８年９月６日未明、北海道を襲った震度７の「激震」。地

震による全域停電＝ブラックアウトはなぜ発生し、人々はどう動き、

企業や行政はどう対応したか、その経験を語り継ぐ。

『北海道新聞』連載を再編集して単行本化。

家事でモメない部屋づくり
三木 智有 著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

家事分担のことでしょっちゅうモメる、片づけても片づけてもす

ぐに散らかす、家が狭くてリラックスできない…。そんな悩みを、

「モヨウ替え」で解決！家族の安心・協力・理想を叶える部屋づく

りのノウハウを紹介します。

寂聴先生、コロナ時代の「私たちの生き方」教えてください！
瀬戸内 寂聴 瀬尾 まなほ 著 光文社

「WITHコロナ時代」の大切な心がまえとは？およそ１００年生

きてきた瀬戸内寂聴は、コロナ危機を作家として、宗教者としてど

う見て、どう感じているのか。母となった６６歳差の秘書が、これ

からの生き方を率直に聞く。

認知症でも心は豊かに生きている
長谷川 和夫 著 中央法規出版

私たちは認知症にどう向き合えばよいのか？介護に大切な３つの

スキルとは？誰もが生きやすい社会とは？認知症医療の第一人者で

あり、当事者でもある著者が、１００の言葉で私たちの不安に応え

る。



自分の薬をつくる

老後に備えない生き方 岸見　一郎

戦時下のくらし 小泉　和子

坂口　恭平

中山　七里

植田　有希

ブティック社

夢枕　獏

井上　荒野

遠田　潤子

村上　春樹

椰月　美智子

薬膳的家ごはんレシピ

胃がん手術後の安心ごはん

医学・家庭・工学・産業

とっくん

加納　朋子

西出　ひろ子

おいしすぎる糖質オフカレー

橋本　登代子ほっかいどうの宝物　第２集

１０月 の 新 着 図 書

今昔百鬼拾遺―月

希望の峰マカルー西壁

カインの傲慢

合唱

京極　夏彦

笹本　稜平

中山　七里

心理・歴史・社会

伊兼　源太郎

恩田　陸

青柳　碧人

赤松　利市

信州・諏訪湖連続殺人 梓　林太郎

孤独を生き抜く哲学 小川　仁志

文　　　　　　　学
三世代探偵団　３ 赤川　次郎

別れる勇気 家田　荘子

一冊でわかる中国史 岡本　隆司

食王

人間の義務

夢枕　獏

井上　ひさし

小檜山　博

酒場詩人の美学

お父さんは認知症

梶　よう子

小説をめぐって

あしたの華姫 畠中　恵

純喫茶パオーン

曽野　綾子

吉田　類

田中　亜紀子

漣のゆくえ

光秀の選択

そこに無い家に呼ばれる

キマイラ　１５

そこにはいない男たちについて

三津田　信三

鈴木　輝一郎

雨の中の涙のように

勘定侍柳生真剣勝負　２

汚名　上・下 マイクル・コナリー

鈴森　丹子

上田　秀人

青ノ果テ 伊与原　新

植松　三十里

重松　清

レイモンさん

知識ゼロからの短歌入門 佐佐木　幸綱

人生賛歌

ｄｅｃｏ

おやすみの神様

大江戸火龍改

５G 岡嶋　裕史

滝沢　秀一

窪田　新之助

日本経済新聞社

三浦　春馬

芸術・体育・言語

もふもふ毛糸で編むニット

あなねこ

日経業界地図　２０２１年版

家飲みかんたんドリンク１５０ 荻野　修一

文化出版局

ゴミ清掃員の日常　ミライ編

ビールめし

和布でスマホ入れ、ポシェット、リュック

小さな子どもの褒められ服

安倍vｓ.プーチン

小池百合子権力に憑かれた女 和田　泰明

駒木　明義

学校に行きたくない君へ　続

枻出版社

全国不登校新聞社

カレーライス

修羅の家 我孫子　武丸

文　　　　　　　学（文庫本）

赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。

白蟻女

Sが泣いた日

スキマワラシ

シルバー川柳　いつでも夢を編 みやぎシルバーネット

二百十番館にようこそ

一人称単数

楡　周平

副業スタートブック

伊藤　晶子

佐藤　大吾

イカロス出版日本語を教えよう！　２０２１

日本製

折茂武彦弧を描く

もっと知りたい鳥獣戯画 土屋　貴裕

ぐっとくる！仏像　ご当地仏真正面！ みうら　じゅん

東京、コロナ禍。 初沢　亜利

知らないと恥をかく50歳からのマナー

目でみる数字 岡部　敬史

文系のための統計学の教室 涌井　良幸

青木　照明

干物料理帖

繁昌　良司

うすい　はなこ

データ農業が日本を救う



・ あつかったらぬげばいい ヨシタケ　シンスケ ・ どこちゃん 鈴木　のりたけ

・ きりばあちゃんのともだち なかや　みわ ・ ばんそうこうくださいな 矢野　アケミ

・ こんたのさかなつり 田中　友佳子 ・ カールはなにをしているの？ デボラ・フリードマン

・ だいぶつさまおまつりですよ 苅田　澄子 ・ ひろいひろいひろいせかいに ルイス・スロボドキン

・ つるかめつるかめ 中脇　初枝 ・ きっとどこかに リチャード・ジョーンズ

・ きみと１００年分の恋をしよう　２ 折原　みと
・ 華麗なる探偵
　　　　アリス＆ペンギン　１５ 南房　秀久

・ 糸　映画ノベライズ版 時海　結以
・ ラストで君は「まさか！」と言う
　　　　　　　　　　　　　　　見えない秘密 ＰＨＰ研究所

・ 火狩りの王　４ 日向　理恵子
・ ラストで君は「まさか！」と言う
　　　　　　　　　　　　　　　　　秋の物語 ＰＨＰ研究所

・ ほねほねザウルス　２３ カバヤ食品株式会社

・ ポケモンガラルずかん 小学館 ・ イベントおりがみ 主婦の友社

・ カサうしろに振るやつ絶滅しろ！ 氏田　雄介 ・ 大人は知らない今ない仕事図鑑１００ 澤井　智毅

・ おやこで話すはじめてのＬＧＢＴｓ 鶴岡　そらやす ・ スマホとゲーム障害 内海　裕美

・ はじめて出会う短歌１００ 千葉　聡 ・ カブトムシ・クワガタ飼い方＆原色図鑑 佐々木　浩之

・ しつもん！ドラえもん
　　　　　　　　教えて！日本史編

藤子・Ｆ・不二雄
・ これは進化の暴走！？
　　　　　ヤバすぎるいきもの事典

今泉　忠明

・ ミラクルきょうふ！本当に怖い
　　　　　　　ストーリーＤＸ白い闇

闇月　麗
・ おばけずかん
　　おばけだらけのまちがいさがし

講談社

じどうちしき

よみもの

えほん

ねがいごと
あさの ますみ∥作

このせかいにさよならするときがちかづいてきた、ねこのミィ。おもいのこすことはな

いけれど、こどものころからいっしょだったサキちゃんのことがきになりました。

大切な人へおくりものをのこした、ねこのミィの物語。

父さんのことば
パトリシア・マクラクラン∥作

突然の事故で父を失ってしまったフィオナ一家と、飼い主を亡くして心を閉ざした犬・

エマがドッグシェルターで出会い…。悲しみのあまり失ったことばや眠り、笑顔、そして

希望を取り戻すまでのお話。

子どもの本の世界を変えたニューベリーの物語
ミシェル・マーケル∥文

子どもの本は楽しくなくちゃいけない！世界初の児童図書賞「ニューベリー賞」の名

前の由来になったニューベリーさんはどんな人？子どもが読んで楽しい本を世界で初

めて出版して大成功した、子どもの本の開拓者の伝記絵本。



　　館内入口近く

今月の本棚 「ハロウィン」

＊おすすめ展示コーナー＊

「職員の好きな本」

　　もぜひどうぞ！

　　展示場所

終戦まもない１９４７年（昭和２２年）、「読

書の力によって、平和な文化国家を作ろう」と

いう決意のもと１１月１７日から、第１回『読

書週間』が開催されました。そのときの反響は

すばらしく、翌年からは期間も１０月２７日～

１１月９日（文化の日を中心にした２週間）と

定められ、全国に拡がっていきました。

（公益社団法人読書推進運動協議会ＨＰより）

「読書週間」とは？

高校生がインターン

シップにやってきました

９月１４日から２日間、
清里高校の生徒が図書館
に来ました。限られた時
間でしたが、一生懸命作
業に取り組み働くことに
ついて学んでいきました。

「トリック・オア・トリート！（お菓子
をくれなきゃいたずらしちゃうぞ！）」
が合言葉のハロウィン。いたずらされな
いように、お菓子の準備はできています
か？今月はハロウィンの本と、お菓子の
本を集めてみました。ああああ

※プレゼントがなくなり次第、

終了とさせていただきます。

ご了承ください。

※１０月３１日（土）は、図書

整理日のため休館とさせて

いただきます。

１０月２７日 ～ １１月９日

下記の期間中に本を借りたみなさんには、ささやかなプレゼントがあります！

読書週間には、ぜひ図書館をご利用ください。


