
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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２月号

令和３年2月１０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

知ってるだけで避けられる！危ない前兆
ホームライフ取材班 編 青春出版社

「耳たぶに深いシワができた」「ポストに謎の記号が書かれて

いる」「急に空が暗くなって、冷たい風が吹いてきた」…。病気、

トラブル、災害、故障、犯罪などを、未然に防ぐ１０２のサイン

を紹介する。

息子のトリセツ
黒川 伊保子 著 扶桑社

タフで戦略力があり、数学も理科も得意で、ユーモアも愛嬌も

あり、とろけるようなことばでやさしくエスコートしてくれる―。

「男性脳」を知り尽くした脳科学者が、「母も惚れる男子」の育

て方を伝授する。

多様性を楽しむ生き方
ヤマザキ マリ 著 小学館

今日より明日はいいことがきっとある！先を見通せない不安と

戦う今、明るく前向きに生きるヒントが詰まった「昭和」の光景

を、様々な角度から丁寧に綴った考察記録。ヤマザキマリ流・不

安な時代の生き方指南。

おばんでございます
桜木 紫乃 著 北海道新聞社

作家・桜木紫乃の初エッセイ集。「五十越え 肚くくる日々」

「ストリッパーと小説書き」「北海道の風に吹かれて」「花の贈

り主」などを収録する。シークレット歌劇團０９３１の主宰・愛

海夏子との対談も掲載。

水曜日のおじさんたち
鈴井 貴之 藤村 忠寿 著 KADOKAWA

ＴＶ番組「水曜どうでしょう」幹部３人のおじさんたちが、番

組で訪れた懐かしい大分＆鹿児島へ！姫だるま、白熊、西郷像な

ど、番組ゆかりの地をめぐり、温泉につかり、酒を酌み交わしな

がら、思い出話を語り尽くす。



城戸　久枝

内田　樹

真梨　幸子

ブレイディみかこブロークン・ブリテンに聞け

河野　啓

宮崎　伸治出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記

プロが教えるタイムラプス撮影の教科書

デス・ゾーン

困ったときのおへやあそび 近藤　理恵

息子がいじめの加害者に？ 大原　由軌子

工芸の国、ニッポン。 平凡社

子どもが作る弁当の日

電柱鳥類学 三上　修

いつか来る死 糸井　重里

石井　光太

気楽に、気うつ消し

田向　健一

文　　　　　　　学（文庫本）

冬の狩人

悪魔を殺した男

探偵は友人ではない

誘拐ファミリー

ボブが遺してくれた最高のギフト ジェームズ・ボーエン

２０２０年の恋人たち

どうしてわたしはあの子じゃないの

伊吹　有喜

きみと息をするたびに ニコラス・スパークス

攫い鬼

空芯手帳

犬がいた季節

マナーはいらない

八木　詠美

北方　謙三

輪渡　颯介

ガラスの５０代

美麗島プリズム紀行

彼女の名前は

秋田　稲美

成澤　広幸

芸術・体育・言語

はらぺこ万歳！　おかわり

モルモット飼育バイブル

自宅でオンライン起業はじめました

こどもオレンジページ　Nо２ オレンジページ

たかぎ　なおこ

みんなの遊べる軽トラ

ジンジャースイーツ

楽してヘルシーコンビニかんたんごはん

心和むあみぐるみ ブティック社

扶桑社

岩合　光昭

村上　祥子

若山　曜子

岩合さんちのネコ兄弟

浪人奉行　１０ノ巻

猿兄弟の絆 鈴木　英治

秋川　滝美

稲葉　稔

４６１個のおべんとう 丸山　智

忍丸

仁科　裕貴

わが家は幽世の貸本屋さん　４

きよのお江戸料理日記

座敷童子の代理人　８

２月 の 新 着 図 書

地べたを旅立つ

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人

聖女か悪女

お探し物は図書室まで

そえだ　信

東野　圭吾

青山　美智子

心理・歴史・社会

川澄　浩平

新堂　冬樹

大沢　在昌

神永　学

大井川殺人事件 梓　林太郎

ストイック・チャレンジ ウィリアム・B．アーヴァイン

文　　　　　　　学

安倍・菅政権ｖｓ．検察庁

儲かる副業図鑑 山田　真哉

村山　治

女のお悩み動物園

五百田　達成

島本　理生

レビー小体型認知症

アンダークラス 相場　英雄

一冊でわかるロシア史 関　眞興

日本のあかるいニュース 池上　彰

お寺のどうぶつ図鑑

一冊でわかる幕末 大石　学

今井　淨圓

今夜

とわの庭

銀の夜

小野寺　史宜

私を月に連れてって

青春とは、

ジェーン・スー

傍聴者 折原　一

不機嫌な妻無関心な夫

ポストコロナ期を生きるきみたちへ

チョ・ナムジュ

小川　糸

角田　光代

鈴木　るりか

寺地　はるな

姫野　カオルコ

女子の心と体のトリセツ

こどもホスピスの奇跡

医学・家庭・工学・産業

村山　早紀

櫻井　大典

チンギス紀　９

三浦　しをん

酒井　順子

乃南　アサ

この本を盗む者は

約束の猫

内門　大丈

神藤　多喜子

上田淳子のチキンスープ 上田　淳子

深緑　野分



・ あべ弘士のシートン動物記　２ あべ　弘士 ・ またまたうそだあ！ サトシン

・ うーんうんうんちちゃん 渡辺　朋 ・ ゆうこさんのルーペ 多屋　光孫

・ ９９９ひきのきょうだいのおやすみなさい 木村　研 ・ よんひゃくまんさいのびわこさん 梨木　香歩

・ チコちゃんに叱られる　ひとがペットをかうのはなぜ？ 海老　克哉 ・ ルラルさんのつりざお いとう　ひろし

・ なまはげ 池田　まき子 ・ なりきりマイケルのきかんしゃりょこう ルイス・スロボドキン

・ 衝撃のラスト！二度読みストーリー 桐谷　直 ・ はっぴょう会への道 山本　悦子

・ 近くて遠くて、甘くて苦い　２ 櫻　いいよ ・ ジュニア空想科学読本　２１ 柳田　理科雄

・ にじいろフェアリーしずくちゃん　３ 友永　コリエ ・ ラストで君は「まさか！」と言う　12歳の物語 ＰＨＰ研究所

・ へのへのもへじのおともだち 宮下　すずか ・ ラストで君は「まさか！」と言う　放課後ミステリー ＰＨＰ研究所

・ 劇場版ポケットモンスターココ 水稀　しま ・ グレッグのダメ日記　なんとかなるさ ジェフ・キニー

・ カラスのいいぶん 嶋田　泰子 ・ ウルトラマン全戦士超ファイル 小学館

・ 胸キュン恋するいきもの図鑑 今泉　忠明 ・ 加藤英明スーパーサバイバル入門 加藤　英明

・ 「明るい未来」を子どもたちに 豊田　直巳 ・ マンガでよくわかるねこねこ日本史　７ そにし　けんじ

・ 小学生のための楽しい勉強法 石田　勝紀 ・ 超訳マンガ国語で習う名詩・短歌・俳句物語 学研プラス

じどうちしき

よみもの

えほん

おともだちになってくれる？
サム・マクブラットニィ∥ぶん

ひとりでたんけんにでかけたちいさなちゃいろいノウサギ。きりがおかにやってくると、

だれかがチビウサギをみつめています。それはまっしろなウサギで…。

「どんなにきみがすきだかあててごらん」の続編。

感染しないひなん所生活
岡田 晴恵∥著

「じしん」や「つなみ」にあって、ひなん所に行くことになったら？新型コロナウイルスな

ど感染症への対策や、ひなん所での過ごし方をイラストとともに紹介します。

災害用伝言ダイヤルの使い方、気象・災害情報URL等ものっています。

キス・スキ
越野 民雄∥作

キスは、やさしい。キスは、うれしい。そして、ちょっぴりてれくさい…。ページをめくる

と、キスがいっぱい！たくさんのどうぶつとキスしちゃおう。

茶目っ気あふれる文と、アーティスティックな絵で、ハッピーを届ける絵本。



　図書館では上記のおはなし

　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。

　　　場所　図書館幼児コーナー

２月２８日（日）は、コミュニティプラザ全館が休館となります

今月の本棚 「鬼」
 プラネタリム

 を作りました

２月のとしょかんおはなし会

　　　日時　２月２７日（土） １４：００～

 場所

 図書館カウンター

 向かい側

直木賞作品

芥川賞作品

『推し、燃ゆ』

『心淋し川』

宇佐見　りん

西條　奈加

今月は節分ということで、昔
話を中心に「鬼」が出てくる
本を展示しています。悪い鬼
もいれば、優しい鬼もいる。
他には、いったいどんな鬼が
いるのでしょうか。

あせらず、ゆっくり！

１月７日（木）に「冬休み子ども工作

教室」を行いました。参加してくれた

児童たちは、冬の星座や自分の星座を

作るため、型紙に丁寧に穴を空けてい

きました。完成した後は、暗闇の中で

光る星座を見て、どの児童もとても感

動してくれていた様子でした。あああ

こちらの作品は、「話題の本」コー

ナーで展示・貸出をしています。

過去の受賞作品や、北海道にゆかり

のある方が書いた作品も展示してい

ますので、ご来館の際にはどうぞ手

に取ってみてください。

貸出中の場合は、予約を受け付けて

おりますので、見つからないときは

お気軽にお訊ねください。


