
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１１月号

令和２年１１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

あなたのまわりの怒っている人図鑑
安藤 俊介 著 飛鳥新社

自粛警察、ネットいじめ、パワハラ…。各地で怒りのパンデミッ

クが発生している。なぜイライラして怒りを発生させるのかを考察

し、日常生活で目にする様々な「怒りの事例」と対処法を紹介。怒

りタイプ・チェックリスト付き。

コータリン＆サイバラの介護の絵本
神足 裕司 西原 理恵子 著 文藝春秋

２０１１年９月にくも膜下出血で倒れたコラムニストの神足裕司。

妻に支えられたリハビリの日々を、西原理恵子の絵とともに描きま

す。

キレイをつくる、簡単！じぶんごはん
小鳥遊 しほ 著 主婦の友社

お肌がキレイになるごはん、体の不調をととのえるごはん、ダイ

エットしたい日のリセットごはん…。

簡単＆時短の「じぶんごはん」のレシピを紹介します。

半沢直樹 アルルカンと道化師
池井戸 潤 著 講談社

東京中央銀行大阪西支店の融資課長・半沢直樹のもとに、大手IT

企業が業績低迷中の美術系出版社を買収したいという案件が持ち込

まれる。半沢は大阪営業本部の強引な買収工作に抵抗するが、背後

にひそむ秘密の存在に気づき…。

うっかりやりがちな新型コロナ感染対策の間違い１５
矢野 邦夫 著 ヴァンメディカル

手指温風乾燥機の使用禁止、ビニール手袋のつけっぱなし、窓を

開けっぱなしでのエアコン、ランニング時のマスク、手洗いとアル

コール手指消毒…。うっかりやりがちだが、考え直す必要がある新

型コロナ感染対策を取り上げる。



防災イツモマニュアル

みんなに話したくなる感染症のはなし 仲野　徹

健康・医療情報の見極め方・向き合い方 大野　智

主婦の友社

子どもにいいこと大全

似鳥　昭雄

主婦の友社

北海道２００年構想

北海道新聞社

三省堂編修所コンサイスカタカナ語辞典

アンティーク着物地でつくるかわいい布箱&雑貨

ファイターズ検定公式ガイドブック

さやまの日常 さやま

世界で一番美しいマンダラ図鑑 正木　晃

にっぽんの美しい民藝 萩原　健太郎

これからの男の子たちへ

コロナ後の世界 筑摩書房編集部

太田　啓子

ルポ車上生活

坂口　恭平

NHKスペシャル取材班

ルビィ

白蟻女 赤松　利市

文　　 　学（文庫本）

獣たちのコロシアム

死神の棋譜

スキマワラシ

我々は、みな孤独である

心は孤独な狩人 カーソン・マッカラーズ

恐ろしくきれいな爆弾

働く女子に明日は来る！

朝井　まかて

苦しい時は電話して

今泉　忠明

『ねこ新聞』編集部

大野　らふ

芸術・体育・言語

それでも！女のはしょり道

ニトリの働き方

猫はあくびで未来を描く

沢村貞子の献立　料理・飯島奈美 飯島　奈美

伊藤　理佐

北海道建築さんぽ

バズレシピ　ベジ飯編

寮母あきこのガツンごはん

本とあるく旅 森　まゆみ

女だてら

ハイファイブサラダ

初夏の訪問者

モノが私を助けてくれる 本多　さおり

佑季

久保　信彦

しょうがの料理

グッド・ドーター　上・下

苦悩する男　上・下 ヘニング・マンケル

重松　清

カリン・スローター

読書嫌いのための図書室案内 青谷　真未

阿部　智里

重松　清

烏百花　蛍の章

カレーライス

類

ベージュ

吉永　南央

泉　ゆたか

諸田　玲子

作家の贅沢すぎる時間

回想のすすめ

本城　雅人

江戸のおんな大工

四畳半タイムマシンブルース 森見　登美彦

やがて訪れる春のために

谷川　俊太郎

伊集院　静

五木　寛之

あかり野牧場

灯台からの響き

楽園の烏

海神の島

タクジョ！

阿部　智里

宮本　輝

愛されなくても別に

１１月 の 新 着 図 書

天使たちの紅い影

降るがいい

もう、聞こえない

告解

菊地　秀行

佐々木　譲

薬丸　岳

心理・歴史・社会

恩田　陸

貴志　祐介

石田　衣良

奥泉　光

赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳　碧人

死の教科書 五木　寛之

文　　 　学
幽霊終着駅（ターミナル） 赤川　次郎

太平洋戦争の収支決算報告 青山　誠

ローマ史再考 田中　創

「繊細さん」の知恵袋

北の黒曜石の道　白滝遺跡群 木村　英明

365日北海道絶景の旅 いろは出版

武田　友紀

誉田　哲也

あきこ

リュウジ

池上　永一

小野寺　史宜

武田　綾乃

中澤　日菜子

はらだ　みずき

パワーサラダレシピ

ママにいいこと大全

医学・家庭・工学・産業

有元　葉子

越智　月子

防災イツモプロジェクト

もっとずるいいきもの図鑑

栗栖　国安バイクで行く廃駅・廃線めぐり



・ ねられんねられんかぼちゃのこ やぎゅう　げんいちろう ・ どちらがおおい？かぞえるえほん 村山　純子

・ あ たにかわ　しゅんたろう ・ 日本どっちからよんでも 本村　亜美

・ 雨の日の地下トンネル 鎌田　歩 ・ ねこはるすばん 町田　尚子

・ おおきくなりすぎちゃったじゃがくん まるやま　なお ・ めんのずかん 大森　裕子

・ おとうふ２ちょう くろだ　かおる ・ ぼくんちのおふろやさん とよた　かずひこ

・ きょうぼくはなまえをもらった かさい　まり ・ ごめんなさい！だいじょうぶ！ ルイス・スロボドキン

・ とりのずかん 雨宮　尚子 ・ きょうりゅうたちもほんがよめるよ ジェイン・ヨーレン

・ ココロ屋　つむぎのなやみ 梨屋　アリエ ・ 近くて遠くて、甘くて苦い　咲月の場合 櫻　いいよ

・ 神様のパッチワーク 山本　悦子 ・ 世界ノ怖イ話　背筋も凍る、悪夢の物語 柳沢　有紀夫

・ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１４ 廣嶋　玲子 大久保　篤

・ うみのとしょかん　あらしがやってきた 葦原　かも

・ 炎炎ノ消防隊　３

・ 恋する図書室　４ 五十嵐　美怜

・ もっとよのなかルールブック 高濱　正伸 ・ 脳のなかのびっくり事典 こざき　ゆう

・ もちもち♥ぱんだ　もちぱんをさがせ！ YuKa ・ パソコンがなくてもできる！はじめてのプログラミング 松林　弘治

・ 星のカービィなぞなぞブック ワープスター ・ おしえて！ジャンボくん新型コロナウイルス１～３ 上田　勢子

・ カタカナ英語キャラクター図鑑 いとう　みつる ・ にっぽんまるごと！ちず・行事ずかん 由井薗　健

じどうちしき

よみもの

えほん

ようじむけえほん

くれよんぐりぐり
新井 洋行∥作・絵

クレヨンたちが、たのしそうになにかかいているよ。みどりのクレヨンときいろのクレヨ

ンがかいているのは…はっぱにちょうちょ！そこにあかいクレヨンがやってきた。なに

をかくのかな？

おじいちゃんとの最後の旅
ウルフ・スタルク∥作

病院に入院しているおじいちゃんが、死ぬ前に家に取りに行きたいものがあるという。

ぼくはおじいちゃんのために、病院を抜け出すカンペキな計画を立てた…。

サンドイッチにはさまれたいやつよっといで
岡田 よしたか∥著

おにぎりの“ぐ”になれなくて、がっかりしていたたべものたち。おにぎりがだめなら、

パンにはさんでサンドイッチにしてもらおうと、おみせがしまったあとのパンやさんにし

のびこんだ。



１１月３０日（月）は図書整理休館日です

※応募用紙は、図書館にあります。

　場所：図書館幼児コーナー

　日時：１１月２８日（土）　１４：００～

※いただく場合がございます。ご了承ください。

ファンタジーやギャグなど、ジャンルは自由です。

　　図書館では、下記のおは

　　なし会のほかに、「いつ

　　でも読み聞かせ」を行っ

　　ています。お好きな本を

　　お気軽に職員までどうぞ。

※新型コロナウイルスの関係で、中止とさせて

【応募場所】　町立小清水図書館／小清水小学校／小清水中学校

【問合せ先】　町立小清水図書館（☎62-2165）まで

　　　　主催：町立小清水図書館　　後援：小清水町教育委員会 小清水俳句会　　協力：小清水小学校 小清水中学校

　１１月のとしょかんおはなし会

・長文部門　詩の部/随筆の部/読書感想文の部
【作品の出し方】

マンガ以外どんな本でもＯＫです（読書感想文）。

　作品と応募用紙をホチキスなどでとめ
・文学部門　童話の部/小説の部

　て、応募BOXの中へ入れてください。

を書いてください。

【応募できる作品】

・字余り・字足らず可能です。テーマは自由です。

・短文部門　俳句の部/川柳の部/短歌の部

【応募期間】
町内の小中学生

10 11 なら、誰でも応募
ができます。自由

26（月） 27（金）
なテーマで、作品／～／

今月の本棚

「世界糖尿病予防デー」

１１月１４日は糖尿病の予防、治療、

療養を喚起する啓発運動を推進する

ことを呼びかける「世界糖尿病予防

デー」です。糖尿病の本はもちろん、

糖質オフのレシピ本もあります！


