
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１２月号

令和２年１２月９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

娘のトリセツ
黒川 伊保子 著 小学館

娘が幸せになるかどうかは、父親の接し方次第！思春期の娘の

「嫌悪感」に打ちのめされている人などに向けて、「今の娘」と

あまり断絶しない方法と、「未来の娘」に愛を残すためのコツを

伝授する。

シニア六法
住田 裕子 監修・著 KADOKAWA

介護トラブルやオレオレ詐欺にあった時の正しい対処法、熟年

離婚で「まさか！」に陥らないための知識、成年後見制度や相続

の大切な基本…。シニア世代に必要な法律の大事なポイントをわ

かりやすく紹介する。

いつかきっと笑顔になれる
今西 乃子 著 青春出版社

人に傷つけられ捨てられた犬が、人を信じて人の心を救う感動

の実話「捨て犬・未来」シリーズのフォトエッセイ。未来の活動

や、未来に触れ合った人たちのエピソードを、写真とともに紹介

する。

家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった
岸田 奈美 著 小学館

車いすユーザーの母、知的障害のある弟、急逝した父―。一生

に一度しか起こらないような出来事が、なぜだか何度も起きてし

まう著者が綴る、笑いと涙の自伝エッセイ。

今日からできる！暮らしの感染対策バイブル
堀 成美 監修 主婦の友社

新型コロナ、インフルエンザ、ノロ…。感染症から自分や家族

を守るためには何をしたらよいのか。女性1000人へのアンケー

ト結果をもとに、身近な暮らしの中で生まれた165の疑問への具

体的な対策をQ&A方式で解説する。



塩田　武士

鈴木　光司

夏川　草介

凪良　ゆう

七月　隆文

こころのタイプ別ヨガ

脳はすこぶる快楽主義

医学・家庭・工学・産業

高山　羽根子

おうちでタッチケア「ぐるーみん」

秋吉　理香子

日本書紀 遠山　美都男

世界を変えた100のスピーチ　上・下 コリン・ソルター

死の講義

ご利益別仏像おまいり入門 松島　龍戒

橋爪　大三郎

家族のあしあと　続

デルタの羊

海の怪

椎名　誠

村山　由佳

始まりの木

１２月 の 新 着 図 書

朝井　リョウ

大山　淳子

金原　ひとみ

心理・歴史・社会

中山　七里

西尾　維新

佐野　広実

下村　敦史

今野　敏

大人の動物占いPREMIUM 2021年版 主婦の友社

文　　 　学

えにし屋春秋

われもまた天に 古井　由吉

サラと魔女とハーブの庭

宮城谷　昌光

鎌田　實

梨木　香歩

今も未来も変わらない

風よあらしよ

迷い熊笑う

乱癒えず 佐伯　泰英

上田　秀人

芝村　凉也

モンスターと食卓を　１・２ 椹野　道流

林　真理子

稲葉　稔

私はスカーレット　３

偽計

大河の剣　１

おぷうのきょうだい

そにし　けんじ

芸術・体育・言語

荻原博子の家計引きしめ術

コロナ後の食と農

俺、つしま　３

悶絶ずぼら飯 だれウマ

荻原　博子

やっぱり、このゴミは収集できません

まいにち神レシピ

魔法のてぬきごはん

あるものでまかなう生活 井出　留美

滝沢　秀一

金井　真紀

てぬキッチン

しかない料理のイガゴー

文　　 　学（文庫本）

ネヴァー・ゲーム ジェフリー・ディーヴァー

暗闇にレンズ

滅びの前のシャングリラ

桐野　夏生

生還 合田　一道

ワカタケル

自転しながら公転する

孔丘

山本　文緒

あさの　あつこ

池澤　夏樹

それでも、幸せになれる

炉辺の風おと

長嶋　有

日本VS韓国

はじめての御城印めぐり JTBパブリッシング

池上　彰

家族のトリセツ

吉原　珠央

黒川　伊保子

眠れる美女

帝都争乱

相剋

わたしが消える同

同姓同名

銀齢探偵社

デリバリールーム

スター

猫弁と星の王子

三度目の恋

ｆｉｓｈｙ

日没

笹本　稜平

その言い方は「失礼」です！

〈現代語訳〉ベスト・オブ・渋沢栄一 渋沢　栄一

川上　弘美

HKワークス北海道バリアフリー観光ガイド

羽生　善治

山口　謠司語感力事典

ラガーにゃん　３

羽生善治の受けの教科書

ジョン・レノン　フォーエバー 広田　寛治

りえさん手帖　２ 西原　理恵子

ベランピングスタイルブック 辰巳出版

なかよし別居のすすめ

北海道の野鳥 北海道新聞社

怖くて眠れなくなる化学 左巻　健男

池谷　裕二

HSPと不安障害

吉田　太郎

高田　明和

農のひと

三宮　華子

ガンダーリ　松本

ザ・野菜ライス 堤　人美

松場　登美



・ ルルロロのてあらいだいすき！ あいはら　ひろゆき ・ プラレール大集合　2021年版 永岡書店

・ だっこでんしゃ さこ　ももみ ・ トミカ大集合　2021年版 永岡書店

・ うごきません。 大塚　健太 ・ ほげちゃんとおともだち やぎ　たみこ

・ おおかみのはなし はやかわ　じゅんこ ・ ゆめぎんこう コンドウ　アキ

・ ぎょうれつのできるスパゲッティやさん ふくざわ　ゆみこ ・ きみはどこからやってきた？ フィリップ・バンティング

・ さらう宇宙人図鑑 のぶみ ・ はたらくくるまたちのかいたいこうじ シェリー・ダスキー・リンカー

・ せとうちたいこさんふじさんのぼりタイ 長野　ヒデ子 ・ ぼく、ひつじじゃなくてぶたなんだ ピム・ラマース

・ おねえちゃんって、きょうもやきもき！ いとう　みく ・ 世にも奇妙な商品カタログ　５ 地図十行路

・ おとうとのたからもの 小手鞠　るい ・ 小説弱虫ペダル　４ 渡辺　航

・ ピノピノよもうよ　ねむくないの！ ロベルト・ピウミーニ ・ ６年１組黒魔女さんが通る！！　１２ 石崎　洋司

・ 劇場版鬼滅の刃　無限列車編ノベライズ 吾峠　呼世晴 ・ 怪狩り　巻ノ４ 佐東　みどり

・ まるごとこままわし教室 日本こままわし協会 ・ ゾウは足音を立てずに歩く 小泉　祐里

・ 偉人もみんな悩んでいた こざき　ゆう ・ 動物たちが教えてくれる海の中のくらし 佐藤　克文

・ ずかんウイルス 武村　政春 ・ 地球村の子どもたち　２ 石井　光太

じどうちしき

よみもの

えほん

ようじむけえほん

ひめちゃんのマスク
のぶみ∥さく

マスクがかえなくてこまっているおばあちゃんをみかけたひめちゃんは、ためていた

おこづかいをすべてつかって、マスクをつくることにしました。

消えたレッサーパンダを追え！
たけたに ちほみ∥文

動物園からレッサーパンダがぬすまれた！！事件に挑むのは、警視庁「生きもの係」

の福原警部。はたして犯人をつかまえ、無事に生きものを保護することができるの

か？ 動物と犯罪を巡るノンフィクション。

ねこはすっぽり
石津 ちひろ∥文

「ごろりーん」とねっころがったり、「のびーん」とのびたり、「ぴとーん」とがんばってウ

ンチしたり…。

自由でふくふくとした猫の姿を、のびやかな線と美しい色で描いた絵本。



　

１月６日（水） 通常開館
９：３０～２０：００

通常開館
９：００～１７：００

※新型コロナウイルスの関係で、中止とさせて

１２月２９日（火） 通常開館
９：３０～２０：００ 通常開館

９：００～１７：００
　図書館では上記のおはなし１２月３０日（水）

※いただく場合がございます。ご了承ください。

図書館幼児コーナー場所

　み聞かせ」を行っています。

～

１月５日（火） 　お気軽に職員までどうぞ。

日時 １２月２６日（土） １４：００～

休館
　会のほかに、「いつでも読１２月３１日（木）

休館

年末年始は下記の日程で休館致します。

本の返却は返却ポストへお願いします。 １２月のとしょかんおはなし会

年末年始休館予定のお知らせ

月日 図書館 子育て

「クリスマス」

今月の本棚

冬のおはなし会スペシャル
～おはなしでわらいはじめ～

ゆかいなお話を用意して待っています！年の初めに、笑えるお話はいかがですか？

～ おはなしするもの ～

・体操あそび ・手作り紙人形劇

・大型絵本 ・本を使ったクイズゲーム

～ 申込み・問合せ ～

町立小清水図書館（☎62-2165）まで
※新型コロナウイルスの関係で中止するときは、皆様に連絡をします。

【日 時】令和３年１月８日（金）１３：３０～１４：３０

【場 所】コミュニティプラザ視聴覚室

【申込み】令和２年１２月９日（水）～２３日（水）

【対 象】幼児以上ならだれでも

【人 数】３０名まで（幼児以下は保護者同伴）

クリスマスは変わらずやっ

て来る！今月はクリスマス

の絵本を中心に本を集めま

した。クリスマス終了後は、

大掃除に向けたお掃除の本

と入れ替え予定です。

新型コロナウイルス終息の見

通しがつかないため、誠に勝

手ながら今年の「クリスマスの

集い」は中止させていただき

ます。楽しみにしていた皆様

には、心よりお詫び申し上げ

ます。

おはなしきかんしゃ

「クリスマスの集い」

中止のお知らせ


