
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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１１月号

令和３年１１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

よけいなひと言を好かれるセリフに変える働く人のための言いかえ図鑑

大野 萌子 著 サンマーク出版

仕事の人間関係は、使う言葉次第で、がらっと変わる。「よけい

なひと言」から「好かれるセリフ」に言いかえて、良好な人間関係

を築く方法を、１１２のシーン別に紹介する。

最近、地球が暑くてクマってます。
水野 敬也 長沼 直樹 著 文響社

レジ袋を有料化する程度では、地球温暖化の根本的な解決にはな

らない。ではどうすればいいか？地球温暖化解決に向けて、シロク

マが送るメッセージ。温暖化が起こるしくみや温暖化対策について

の解説も掲載。

キャンサーギフト
杣田 美野里 著 北海道新聞社

キャンサーギフトとは、がんになったからこそ見つけた小さな輝

き。肺がんを患い余命宣告を受けた礼文島在住の写真家が、残され

た日々に紡いだ思いとは。礼文島での活動の結晶である写真と、花

と命を巡るエッセー、短歌を収録。

ブルースＲｅｄ
桜木 紫乃 著 文藝春秋

釧路の街を牛耳る影山莉菜は、父の血をひく青年を後継者として

育て、官僚から代議士への道を歩ませようとしていた。重い十字架

を背負った女が、幾度もの裏切りの果てに辿り着いた終焉の地とは。

８０歳、村上祥子さんの元気の秘訣は超かんたんレンチンごはんだった！

村上 祥子 著 世界文化ブックス

シニアの健康の決め手は、“長生き調味料”と電子レンジ！８０

歳の現役料理家・村上祥子が、筋・骨・腸を健康に保つための電子

レンジ調理のレシピを紹介。栄養素を体のすみずみに届ける長生き

調味料の作り方も収録する。



土になる

土屋　賢二

荻上　チキ

養老　孟司

母親からの小包はなぜこんなにダサいのか

子のない夫婦とネコ

ポール・ドーソン

有元　葉子

ヤセる満腹系ごはん 石原　彩乃

原田　ひ香

オーラの発表会

坂井　希久子

重松　清

高嶋　哲夫

高森　美由紀

寺地　はるな

有元葉子　乾物

クジラの骨と僕らの未来

医学・家庭・工学・産業

群　ようこ

小澤　竹俊

鈴木　おさむ

口に入れるな、感染する！

監禁 秋吉　理香子

北海道の大正解 マガジンハウス

おとなの青春１８きっぷの旅 宝島社

大人の動物占いPREMIUM 2022年版

世界の知性が語る「特別な日本」 会田　弘継

主婦の友社

さよならも言えないうちに

たそがれ大食堂

かぞえきれない星の、その次の星

川口　俊和

EV

ガラスの海を渡る舟

文春オンライン特集班

民王　シベリアの陰謀 池井戸　潤

障害のある人の支援の現場探訪記

異形の政権

１１月 の 新 着 図 書

聖刻

出版禁止

執行

八月のくず

堂場　瞬一

長江　俊和

平山　夢明

心理・歴史・社会

久和間　拓

黒木　亮

石田　衣良

大石　英司

おまえなんかに会いたくない 乾　ルカ

陰陽師の解剖図鑑 川合　章子

文　　　　　　　学

高齢者を身近な危険から守る本

こども六法の使い方 山崎　聡一郎

森　透匡

娘の遺体は凍っていた

かなしろ　にゃんこ

謁見

ごんげん長屋つれづれ帖　３ 金子　成人

井原　忠政

上田　秀人

だから私は、明日のきみを描く 汐見　夏衛

支倉　凍砂

亰　大路

狼と香辛料　２３

鉄砲大将仁義

お通り男史浄化古伝

内田　正治

後藤　逸郎

芸術・体育・言語

お母さんが1番！からの解放

うさほん

ﾀｸｼｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰぐるぐる日記

クックパッドの簡単煮込み 宝島社

てらい　まき

大人の片づけ

一人飲みで生きていく

腸活オートミール弁当　

リフォームの魔法 檀　正也

一田　憲子

大森　直樹

工藤　あき

稲垣　えみ子

ブドウの鉢植え栽培

文　　　　　　　学（文庫本）

炎上フェニックス

東シナ海開戦　７

氷の鎖

カラ売り屋ｖｓ仮想通貨

狙われた楽園 ジョン・グリシャム

僕の種がない

山のふもとのブレイクタイム

石沢　麻依

超シルバー川柳　毎日が宝もの編 みやぎシルバーネット

ばにらさま

貝に続く場所にて

妻から哲学

山本　文緒

綿矢　りさ

坂口　恭平

みらいめがね　２

ＡＩ支配でヒトは死ぬ。

作家と酒 平凡社編集部

町田　忍

佐藤　優

深谷　忠記

森　功墜落

本園　大介

白藍塾短くても伝わる文章の書き方

亡国の東京オリンピック

グラレコの基本

魂を撮ろう 石井　妙子

世界ピクト図鑑 児山　啓一

吹奏楽部バンザイ！！ オザワ部長

懐かしくて新しい「銭湯学」

不思議で怪しいきのこのはなし ﾎｸﾄきのこ総合研究所

くらべてわかる貝殻 黒住　耐二

中村　玄

もしあと1年で人生が終わるとしたら？

倉田　けい



・ おもちゃびょういん 木島　誠悟 ・ ともだちのいろ きくち　ちき

・ カピバラのだるまさんがころんだ 中川　ひろたか ・ チリとチリリよるのおはなし どい　かや

・ がまおじさんのやま 森　環 ・ まじさかさじま 伊藤　文人

・ ぎんいろのねこ あまん　きみこ ・ よくみると… shimizu

・ プンスカジャム くどう　れいん ・ ナイトメアのフカシギクラブ たから　しげる

・ ぼくのまつり縫い　３ 神戸　遥真 ・ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１６ 廣嶋　玲子

・ ５分後に意外な結末Ｑ
　正解よりも素敵なパズルの解き方

桃戸　ハル ・ しゅくだいがっしょう 福田　岩緒

・ もうひとつのアンデルセン 斉藤　洋 ・ おばけガムをたべちゃった！ むらい　かよ

・ しずくちゃん　３７ ぎぼ　りつこ ・ ヒグマの旅 二神　慎之介

・
ドラえもん探究ワールド
　食料とおいしさの未来

藤子・F・不二雄 ・ クマが出た！助けてベアドッグ 太田　京子

・
かいけつゾロリの
　ちょ～いたずらさがしえ３３３

原　ゆたか ・ 世界じゅうの女の子のための日 ジェシカ・ハンフリーズ

・ モノのできかた図鑑 スティーブン・ビースティー ・ あんしんえほん 高濱　正伸

じどうちしき

よみもの

えほん

そらからおちてきてん
ジョン・クラッセン∥作

「ここがすきやねん」 ちょっぴりがんこなカメに、おしゃべりなアルマジロは、「なん

かいやあなかんじ、するねん」といいました。すると、とつぜんそらからおおきないわ

が!?

さわってたのしいレリーフブックさかな てんじつき
村山 純子∥著

さまざまなさかなのからだやうろこ、とげなどのかたちをゆびでなぞってみよう！

みえないひとも、みえるひともたのしめるさかなのえほん。

どんぐり・木の実の森 ハッピー工作＆あそび

岩藤 しおい∥著

どんぐりならべゲーム、まつぼっくりやじろべえ、もりのミニチュアハウス、クリスマ

スオーナメント…。どんぐり・きのみなどをつかってたのしむ、あそびやこうさく、かざ

りをしょうかい。



 １２/２３（木）
 

※いただく場合がございます。ご了承ください。

 図書館のカウンター、または電話（☎62-2165）まで

１１月３０日（火）は図書整理休館日です

※に応じてふれあいスタンプと交換致します。

ポイント付与終了期間

２０２２年 １月３０日(日)まで

現在実施しております「来館ポイント

※期間終了後のカードについては、残ポイント

場所　図書館幼児コーナー

　新型コロナウイルス対策を

　 ハンドメイド～服飾編～

　今月の本棚

をぜひご利用ください。

　取り入れた上で、様々なお

　話を行います。どうぞお気

　軽にご参加ください。

※新型コロナウイルスの関係で、中止とさせて

 コミュニティプラザ視聴覚室

    11/24（水）～12/9（木）

来館ポイントサービス

サービス」ですが、誠に勝手ながら諸

終了のお知らせ

ハンドメイド特集第二弾。今月は裁縫

ます。オリジナル作品を作ってみるの

はいかがですか？

をおかけいたしますが、今後も図書館 日時　１１月２７日（土） １４：００～

般の事情により、下記の期間をもって

１１月のとしょかんおはなし会くことになりました。皆様にはご迷惑

ポイントの付与を終了とさせていただ

令和３年度　第３回 図書館ワークショップ

①テーブルカーリング　②イルミネーションボックス

冬休み子ども工作教室

や編み物に焦点をあて、本を集めてい

　

①１０：００～１１：００　②１４：００～１５：００

 ①②ともに小学生10名まで

 どなたでも無料です

 ※新型コロナウイルスまたは天候の関係で中止する時は、申込んだ皆様に連絡します。

持ち物のお願い

必ずマスクを着用の上
①持って帰るための袋、
ホチキス、定規

②持って帰るための袋
を持ってきてください。

問合せ

日 時

場 所

受 付

定 員

参加費


