
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

２０２１年１月号

令和３年１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

介護施設は「人」で選べ
たくき よしみつ 著 講談社

認知症の要介護親を持った子の立場で、介護支援探しから看取

りまでに経験する数々の問題をいかに解いていくかを本音で綴っ

た本。介護現場の実情・実態を実体験を交えて解説し、介護と医

療を連携させる難しさにも触れる。

自律神経を整える最善の知恵とコツ
主婦の友社 編 主婦の友社

ストレス・気疲れ・不安を解消する、軽症うつ・うつ病を改善

する、自律神経失調症の不快症状を治すための知恵とコツを、イ

ラストや写真を交えて紹介。うつ病・自律神経失調症の原因と治

療についても説明する。

声が通らない！
新保 信長 著 文藝春秋

居酒屋で店員を呼んでも気づいてもらえない著者が、アメ横の

魚屋や相撲の呼び出し等に教えを乞い、通る声の獲得を目指した

ルポルタージュ。

「字が汚い！」に続く、コンプレックスシリーズ第２弾。

元女子高生、パパになる
杉山 文野 著 文藝春秋

セーラー服を着ていた。３０歳で死のうと思っていた。そんな

僕に、父として、LGBTQムーブメントのリーダーとして生きる

日が訪れるなんて…。トランスジェンダーの著者が、仕事、恋愛、

家族など社会の「普通」を問い直す。

５０過ぎたら、住まいは安全、そうじは要領
沖 幸子 著 祥伝社

“知恵”を生かして生活のストレスを上手に解消！そうじの仕

方や住まい方を見直し、負担なく楽しくできること、海外の習慣

だけれど日本人にも合うおすすめのものなど、そうじのカリスマ

が実践してきたことを紹介する。



三浦　英之

アラー・アルジャリール

深町　秋生

池田　清彦自粛バカ

石本　哲郎

松本　道弘難訳・和英オノマトペ辞典

見えないスポーツ図鑑

力尽き筋トレ

古関金子 岩瀬　彰利

民藝と手仕事 暮らしの図鑑編集部

<敵>と呼ばれても ジョージ・タケイ

白い土地

科学者になりたい君へ 佐藤　勝彦

放っておくとこわい症状大全 秋津　壽男

三谷　浩樹

シニア世代の食材冷凍術

天野　礼子

文　　　　　　　学（文庫本）

善医の罪

死の扉

悪徳の輪舞曲（ロンド）

復讐の協奏曲（コンチェルト）

死にたいけどトッポッキは食べたい ペク・セヒ

鳩護（はともり）

いつの空にも星が出ていた

青山　七恵

雨に呼ぶ声 余　華

肉体のジェンダーを笑うな

チーム・オベリベリ

みがわり

江戸染まぬ

乃南　アサ

藤岡　陽子

山崎　ナオコーラ

銀閣の人

ちよぼ

生き抜くヒント

野口　伸

伊藤　亜紗

芸術・体育・言語

働くセーター

日本から“農薬”が消える日

図解でよくわかるスマート農業のきほん

はじめてのクッキー缶 加藤　里名

保里　尚美

首里城

しあわせのイラストパン

メロンパンｄｅコッタ

グレイヘアに映える服 ブティック社

平凡社

たかはし　みき

花田　えりこ

Rａｎ

リノベ暮らしはじめました

駆込み女

闇のシャイニング スティーヴン・キング　他

金子　成人

坂岡　真

弁当屋さんのおもてなし　７ 喜多　みどり

時雨沢　恵一

まさき　としか

キノの旅　２３

ごんげん長屋つれづれ帖　１

あの日、君は何をした

１月 の 新 着 図 書

そして、海の泡になる

谷根千ミステリ散歩

煉獄の獅子たち

湖の女たち

葉真中　顕

東川　篤哉

吉田　修一

心理・歴史・社会

中山　七里

中山　七里

久坂部　羊

小杉　健治

僕の神さま 芦沢　央

心屋仁之助のずるい生き方 心屋　仁之助

文　　　　　　　学

熟年離婚と年金分割

政治家の覚悟 菅　義偉

三村　正夫

会社で「生きづらい」と思ったら読む本

一田　憲子

河崎　秋子

作りおきできる。がっつり!ごはんの友

Ａｎｏｔｈｅｒ　２００１ 綾辻　行人

そこにある山 角幡　唯介

北海道のトリセツ 昭文社

自分勝手で生きなさい

旅ボン　台湾・台北編 ボンボヤージュ

下重　暁子

ママナラナイ

ヒゲとナプキン

落葉の記

井上　荒野

アンと愛情

百年と一日

岩谷　泰志

もしかしてひょっとして 大崎　梢

ムカついても、やっぱり夫婦で生きていく

シリアで猫を救う

五木　寛之

乙武　洋匡

勝目　梓

坂木　司

佐藤　多佳子

柴崎　友香

志麻さん式定番家族ごはん

口・のどのがん

医学・家庭・工学・産業

瀬尾　まいこ

本多　京子

きのうのオレンジ

青山　文平

門井　慶喜

諸田　玲子

この気持ちもいつか忘れる

夜明けのすべて

上島　亜紀

タサン志麻

つくおき　ｔｈｅ　ＢＥＳＴ ｎｏｚｏｍｉ

住野　よる



・ あかいてぶくろ いりやま　さとし ・ ノラネコぐんだんケーキをたべる 工藤　ノリコ

・ きりかぶのきりじいちゃんときりばあちゃん なかや　みわ ・ ふぶきのみちはふしぎのみち 種村　有希子

・ こたつ 麻生　知子 ・ レミーさんのひきだし 斉藤　倫

・ ながいながいねこのおかあさん キューライス ・ オレ、ねたくないからねない デヴ・ペティ

・ なにかがいる 佐藤　雅彦 ・ はじまりは、まっしろな紙 キョウ・マクレア

・ おしりたんてい　おしりたんていのこい！？ トロル ・ 天国の犬ものがたり　ＨＯＭＥホーム 藤咲　あゆな

・ 映画１０万分の１ 時海　結以 ・ まちのおばけずかん　マンホールマン 斉藤　洋

・ かいけつゾロリきょうふのエイリアン 原　ゆたか ・ レイワ怪談　十六夜の章 ありがとう・ぁみ

・ Ｑ部あるいはＣＵＢＥの展開 ささき　かつお ・ ミッドナイトギャングの世界へようこそ デイヴィッド・ウィリアムズ

・ ごいっしょさん 松本　聰美 ・ アラゲイジアの物語　１ クリストファー・パオリーニ

・ つっきーとカーコのたからもの おくはら　ゆめ ・ イッカボッグ Ｊ．Ｋ．ローリング

・ クレヨンしんちゃんの
　「やる気」がどんどん出てくる方法

臼井　儀人 ・ どうぶつのおっぱいずかん 今泉　忠明

・ ドラえもん探究ワールド
　すごい！発明のひみつ

藤子・Ｆ・不二雄 ・ もふかわ★ミニミニ動物 学研プラス

・ おしえて！ジャンボくん
　新型コロナウイルス　４～６

子どもの未来社 ・ すみっコぐらしナゾトレもっといっぱい サンエニックス株式会社

・ 戦国忍者列伝 加来　耕三 ・ すみっコぐらしをさがせ　３ 主婦と生活社

えほん

よみもの

じどうちしき

しかくいので
新井 洋行∥作

ほんやさんにいるとふまれる。ソファーにいると、だきしめられる。ベッドではまくらに

されて…。

ピーターラビットのふるさとをまもりたい
リンダ・エロビッツ・マーシャル∥文

自然いっぱいの田舎が大好き。ペットのウサギやカエル、ネズミを絵にかいて、おは

なしを作るのも得意。そんな女の子が今に残る、すばらしい仕事をなしとげた。

「ピーターラビット」を生み出した、絵本作家ポターの伝記絵本。

ぺーとぼく
やづき みちこ∥文

ぼくがうまれたつぎのひ、うちにやってきたこねこのぺー。ぼくが１さいになれば、

ぺーも１さい。ぼくたちはいっしょにおおきくなっていった。

自身の成長とペットと過ごす日々、別れを描いた物語。



１２月３日（木）に、小清水小学校

の体育館でブックフェスティバルを

行いました。大型絵本を使ったお話

のほかに、床に並んだ３２０冊の本

を自由に手に取り、読書を楽しんで

　図書館では上記のおはなし

１月３１日（日）は図書整理休館日です

もらいました。あああああああああ

  日本には、様々な神さま

  がいて、たくさんの神社

  があります。神さまや神

  社について、知識を深め

  てみませんか？

１月のとしょかんおはなし会

　会のほかに、「いつでも読

　み聞かせ」を行っています。

図書館幼児コーナー

　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
※いただく場合がございます。ご了承ください。

日時 １月３０日（土） １４：００～

場所

　　　展示場所

　　　図書館側入り口近く

今月の本棚

  ｢日本の神様と神社に

 ｢ ついて知ってみよう！｣

 新年の御挨拶を 大人の本の
 申し上げます お楽しみ袋 　

 大人の方へオススメしたい

 本が入っています。あああ

　　町立小清水図書館
　　　２月１日（月）～２３日（火）

 どんな本かは、開けて見て

 からのお楽しみです！ああ

　　　展示期間

ブックフェスティバル

を行ないました

旧年中は、町民の皆様から

多くのご利用を賜り、心よ

り御礼申し上げます。本年

も、皆様に図書館を快適に

御利用いただけるように取

り組んで参ります。今後と

も、町立小清水図書館をよ

ろしくお願い申し上げます。


