
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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１２月号

令和３年１２月８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

絶滅事典
造事務所 編著 カンゼン

いちご用スプーン、ボディコン、半ドン、部活中の給水禁止、め

んこ、ワープロ専用機、駅の伝言板…。１９７０～９０年代に絶頂

を誇った、今こそ愛でたい悲哀に満ちた道具・服装・習慣・娯楽・

技術を紹介する。

大人の脳トレ！チコちゃんの昭和思い出しクイズ
チコちゃんの大人の脳トレ！編集部 編 宝島社

昭和５５年ごろの原宿の歩行者天国で踊る若者たちは？昭和や平

成初期の、覚えていて当たり前の出来事や有名人の名前を集め、ク

イズとして出題。雑学も学べる、懐かしく楽しい脳トレ本。

４０代が、こんなにしんどいなんて聞いてなかった
フカザワ ナオコ 著 幻冬舎

最近、体の調子が悪いし、気分も晴れない。これって、もしかし

て更年期！？アラフィフ漫画家が、年齢とともに出てきた体の不調

や心の変化を何とかしようと模索する日々を綴ったコミックエッセ

イ。

小さい予言者
浮穴 みみ 著 双葉社

ゴールドラッシュに翻弄された人間の悲哀。戦争に躍らされた炭

鉱の末路とささやかな希望…。北海道開拓期を描いた短編集。

「鳳凰の船」「楡の墓」に続く第３作。３部作、完結。

認知症世界の歩き方
筧 裕介 著 ライツ社

乗るとだんだん記憶をなくすミステリーバス、距離も方角もわか

らなくなる二次元銀座商店街…。認知症のある人が経験する出来事

を「旅のスケッチ」と「旅行記」の形式にまとめ、だれもが身近に

感じるストーリーで紹介する。



インベ　カヲリ☆

工藤　美代子

深緑　野分

池上　彰池上彰の世界の見方　中国

石黒　圭

鳥飼　玖美子なんで英語、勉強すんの？

『北の国から』黒板五郎の言葉

日本語文章チェック事典

日本ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ委員会公式写真集　2020 日本ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ委員会

もっと知りたい柳宗悦と民藝運動 杉山　享司

イチロー実録　2001-2019 小西　慶三

家族不適応殺

３６６日の誕生鳥辞典 小宮　輝之

人生１００年時代の脳科学 中村　克樹

志賀　貢

眼圧を自力で改善するｾﾙﾌｹｱ大全

藤井　康一

文　　　　　　　学（文庫本）

東シナ海開戦　８

ボーダーライト

チグリジアの雨

倒産続きの彼女

魔の山 ジェフリー・ディーヴァー

砂に埋もれる犬

灼熱

森　博嗣

あのころなにしてた？ 綿谷　りさ

オリンピックにふれる

歌の終わりは海

三国志名臣列伝　魏篇

吉田　修一

あさの　あつこ

澤田　瞳子

歴史というもの

傘のさし方がわからない

妄想浪費 小山　薫堂

川野　将一

倉本　聰

芸術・体育・言語

七厘の本

いぬ大全３０４

日本懐かしラジオ大全

おうちで幸せパン ひの　ようこ

坂口　一真

男女兼用のデザインニット

いまさら聞けない箸の持ち方ﾚｯｽﾝ

片手間でつくる罪悪感のないｵﾔﾂ

色づかいの編み小物 野口　智子

朝日新聞出版

本多　さおり

　まめこ

中原　麻衣子

暮らしをそのままの自分に寄せて

わるじい慈剣帖　７

おんな与力花房英之介　３ 鳴神　響一

井原　忠政

風野　真知雄

弁当屋さんのおもてなし　９ 喜多　みどり

椹野　道流

稲葉　稔

モンスターと食卓を　３

伊賀越仁義

武士の流儀　６

１２月 の 新 着 図 書

トリカゴ

居酒屋「一服亭」の四季

カミサマはそういない

Ｎ

辻堂　ゆめ

東川　篤哉

道尾　秀介

心理・歴史・社会

小林　由香

新川　帆立

大石　英司

今野　敏

ぺッパーズ・ゴースト 伊坂　幸太郎

よくわかる発達心理学 渡辺　弥生

文　　　　　　　学

ウイグル人という罪

２０２３年台湾封鎖 北村　淳　ほか

清水　ともみ

子どもを育てられるなんて思わなかった

伊藤　亮太

桐野　夏生

自分の腸を見てみたい

信州・塩尻峠殺人事件 梓　林太郎

世界遺産になった！縄文遺跡 岡田　康博

行った気になれる！妄想韓国ﾄﾞﾗﾏ旅 鈴木　ちひろ

心をととのえるスヌーピー

道元を生きる ひろ　さちや

チャールズ M.シュルツ

ミカエルの鼓動

秋のカテドラル

猫弁と鉄の女

柚月　裕子

７．５グラムの奇跡

北斗星に乗って

古田　大輔

Disruptor金融の破壊者 江上　剛

投資の基本ゆる図鑑

女性皇族の結婚とは何か

遠藤　周作

大山　淳子

砥上　裕將

葉真中　顕

広小路　尚祈

野菜1つで、こんなにおいしい！

コロナワクチン3回目打ちますか？

医学・家庭・工学・産業

吉永　南央

杉本　由佳

輝山

宮城谷　昌光

井上　靖

岸田　奈美

星を掬う

月夜の羊

藤田　紘一郎

大庭　英子

レンチンレベチ飯 大西　哲也

町田　そのこ

舞風のごとく



・ おやすみわんちゃん なかむら　みはる ・ のりものクッキー 彦坂　有紀

・ どーも 谷川　俊太郎 ・ ぶうとぴょんのまほうのつえ 多田　ヒロシ

・ おすしがすきすぎて サトシン ・ ノラネコぐんだんラーメンやさん 工藤　ノリコ

・ ごっつあん！うまいもんずもう 岩田　明子 ・ パンどろぼうとなぞのフランスパン 柴田　ケイコ

・ とうみんホテルグッスリドーゾ かめおか　あきこ ・ ほんやねこ 石川　えりこ

・ ６年１組黒魔女さんが通る！！　１５ 石崎　洋司 ・ チイの花たば 森　絵都

・ かせいじんのおねがい いとう　ひろし ・ コウペンちゃんのショートスーリーズ るるてあ

・ 願いを叶える雑貨店　黄昏堂　２ 桐谷　直 ・ 小説弱虫ペダル　７ 輔老 心

・ 警察のウラガワ 倉科　孝靖 ・ 自然の一生図鑑 林　良博

・ 病院のウラガワ 佐藤　昭裕 ・ ニッポンびっくり事典 こざき　ゆう

・ オールカラーマンガでわかる！政治と選
挙のしくみ

木村　草太
・ トムとジェリーのまちがいさがし

しゅっぱつ！世界遺産をめぐる旅
宮内　哲也

じどうちしき

よみもの

えほん

えほん（ようじむけ）

れいとうこのそこのおく
うえだ しげこ∥作・絵 教育画劇

まこちゃんのいえにやってきたしょくぱんは、おいしくたべてもらいたいとわくわくし

ていました。けれど、たべてもらえずひとりぼっちでくらくてつめたい“れいとうこ”に

いれられてしまい…。

クリスマス・ピッグ
Ｊ．Ｋ．ローリング∥著 静山社

宝物にしていたぬいぐるみが、いなくなってしまった。宝物を取り戻すため、ジャッ

クとクリスマス・ピッグは魔法の旅に出た。ぬいぐるみへの愛情と、失ってしまった

宝物を見つけるために乗りだす長い旅を描いた、心温まる冒険物語。

サンタクロースの冬やすみ
マウリ・クンナス∥作 偕成社

サンタクロースとこびとたちがすむサンタむらでは、こどもたちへプレゼントをくば

りおえると、ふゆやすみになります。サンタクロースとこびとたちは、いったいどんな

ことをしてすごすのでしょう？



２９日 ３０日 ３１日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日
(水) (木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木)

開館

開館 開館

 問合せ　 町立小清水図書館

冬のおはなし会スペシャル

～おはなしのふくぶくろ～

 定　 員　 ①②各２０名ずつまで

 日　 時　 令和４年１月６日(木)　①１０：００～１０：３０ (幼児向け)

 日時　　 令和４年１月６日(木)　②１４：００～１４：３０ (小学生向け)

 場　 所　 コミュティプラザ視聴覚室

町立小清水図書館

開館
休館

子育て支援センター 休館

年末年始期間中の開館について
年末年始の期間中、コミュニティプラザは以下の予定で開館致します。

休館日に本を返却する場合は、返却ポストへ１冊ずつご投函ください。

１２月 　　　　　　　　　令和４年　１月
 月日

施設

 問合せ　（☎６２－２１６５）まで

 対　 象　 幼児以上なら誰でも

 受　 付 　令和３年１２月９日(木)～１２月２３日(木)まで

　　　　　 　　　　（必ずマスク着用）

おはなしきかんしゃの

「クリスマスの集い」

中止のお知らせ
新型コロナウイルス終息の見通しが立たない

ため、「クリスマスの集い」は中止とさせて

いただきます。楽しみにしていた皆様には、

心よりお詫びを申し上げます。

おはなしきかんしゃ

よ

い

お

年

を

！

今月の本棚 「大掃除」

今から掃除を始めて、年末はのんびり読

書なんていかがですか？

お料理にも使える重曹を使用した掃除に

関する本や、掃除特集が組まれた婦人雑

誌などを集めています。

新型コロナウイルス対策を取り入れ

た上で、様々なお話を行ないます。

どうぞお気軽にご参加ください。

１２月のとしょかんおはなし

日時 １２月２５日（土）１４：００～

場所 図書館幼児コーナー

※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。


