
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

２０２２年３月号

令和４年３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

一万円選書
岩田 徹 著 ポプラ社

特製カルテをもとに、その人にあった一万円分の本を選書する

「一万円選書」。多くの感動を生んでいるこのサービスを行う北海

道砂川市のいわた書店の哲学を伝える。一万円選書を疑似体験でき

る一冊。

地図でスッと頭に入るあじあ２５の国と地域
井田 仁康 監修 昭文社

バブル崩壊の兆しが見える中国、政治的締めつけが強まる香港、

格差社会が広がるタイ…。アジア２５の国と地域をとりあげ、地理、

歴史、政治、文化、食、産業、有名人などを、イラストマップとと

もに紹介する。

花と短歌でめぐる二十四節気花のこよみ
俵 万智 季節の案内人 KADOKAWA

二十四節気を、日本に咲く美しい花の写真２８８点とともに歌

人・俵万智の短歌とエッセイで案内。花のいわれ、その季節の風習

など、花にまつわる読み物も収録する。各季節の代表的な花の扱い

についても丁寧に紹介。

塞王の楯
今村 翔吾 著 集英社

決して破られない石垣を造ろうとする石工の匡介。しかし、そこに

立ちふさがるのは、どんな守りも打ち破るという彦九郎の砲。大津城

を舞台に、信念をかけた職人の対決が幕を開ける。

第１６６回直木賞受賞作。

オートミール米化がっつりヘルシーレシピ
これぞう 著 学研プラス

おいしくて満足感があるのに、自然とカロリー＆糖質オフできる

オートミール米化。ラクにできて、おいしさにもこだわったオート

ミール米化レシピ８０種以上を紹介する。



きりきり舞いのさようなら

五木　寛之

瀬戸内　寂聴

中野　翠

ミトンとふびん

生を祝う

高橋　將人

西　勝英

レンチン大全 扶桑社

吉本　ばなな

男の愛

なかにし　礼

乗代　雄介

村山　早紀

群　ようこ

吉田　修一

あなたが知りたい病院事情

ひとりほぐし

医学・家庭・工学・産業

李　琴峰

繁田　雅弘

原　宏一

教えて、北海道のがん

マンモスの抜け殻 相場　英雄

半藤一利語りつくした戦争と平和 半藤　一利

国旗と国章図鑑　決定版 苅安　望

がんばらない生き方大全

孤独の飼い方 下重　暁子

内藤　誼人

女性失格

血の歌

皆のあらばしり

小手鞠　るい

桜風堂夢ものがたり

ミス・サンシャイン

塚松　美穂

新しい世界で 石持　浅海

絶縁家族終焉のとき

メルケル

３月 の 新 着 図 書

真夜中のマリオネット

一九六一東京ハウス

赫衣の闇

ひとりでカラカサさしてゆく

知念　実希人

真梨　幸子

江國　香織

心理・歴史・社会

佐々木　譲

笹本　稜平

恩田　陸

今野　敏

急流・富士川殺意の悔恨 梓　林太郎

パラドックス　論理編 ニュートンプレス

文　　　　　　　学

ルポ路上生活

ヤングケアラー 毎日新聞取材班

國友　公司

「塾なし」高校受験のススメ

橘　さつき

継争

約束 葉室　麟

稲葉　稔

上田　秀人

わたしの美しい庭 凪良　ゆう

原田　マハ

まさき　としか

丘の上の賢人　旅屋おかえり

浪人奉行　１２ノ巻

彼女が最後に見たものは

斎藤　庸裕

芸術・体育・言語

化粧品成分事典

日本懐かしテレビ大全

もやしあったら、これつくろ！ オレンジページ

久光　一誠

間違いだらけのｸﾙﾏ選び 2022年版

調味料の味わい

免疫力が上がる２品献立

世界一楽しい子育てアイデア大全 木下　ゆーき

島下　泰久

イカロス出版

浜内　千波

暮らしの図鑑編集部

持続的農業の土づくり

文　　　　　　　学（文庫本）

愚かな薔薇

探花

偽装同盟

山狩

集中講義ドストエフスキー 亀山　郁夫

ラストツアー

おネコさま御一行

大山　淳子

火守 劉　慈欣

真田の兵ども

あずかりやさん　満天の星

一期一会の人びと

佐々木　功

町田　康

諸田　玲子

今を生きるあなたへ

まさかの日々

鶴 夏井　いつき

諸富　祥彦

カティ・マートン

三津田　信三

養老　孟司ヒトの壁

椎名　まさえ

辛酸　なめ子辛酸なめ子の独断！流行大全

大谷翔平～偉業への軌跡～

心と体に効くお香のある生活

百一 こうの　史代

妄想美術館 原田　マハ

動くペーパークラフト しんらしんげ

思春期の子の育て方　完全保存版

恋する化石 土屋　健

虎 岩合　光昭

崎田　ミナ

安心な認知症

辰巳出版



・ どうしてパパとけっこんしたの？ 桃戸 栗子 ・ 旅の絵本　１０ 安野　光雅

・ たんじょうびはジェットコースター こすぎ さなえ ・ ぼくらのパパは、だいとうりょう ジョイ・マカラ

・ やさいのがっこう
　　いちごちゃんはやさいなの? 

なかや みわ ・ ムーミン谷のなかまたち   トーベ・ヤンソン

・ よそんちの子   いとう みく ・ 君のとなりで。　７ 高杉 六花

・ 昭和の犬ジョンとの約束   今西 乃子 ・ あしたへの翼 中島 信子

・ ケケと半分魔女   角野 栄子 ・ 小説映画ドラえもんのび太の宇宙英雄記 福島 直浩

・ 恐怖コレクター　巻ノ１８ 佐東 みどり ・ もう、子どもじゃない?   福田 裕子

・ ホラーチック文具  染谷 果子 ・ 推しトモ！ 吉田 桃子

・ ・ やる気脳のつくり方   池谷 裕二

・ まわりと差がつく!“映え”スイーツレシピ   宮本 葵 ・ ミラクルガール相談室ステキ女子のふるまいルール   諏内 えみ

じどうちしき

よみもの

えほん

こども六法練習帳　　　　　  山崎 聡一郎，真下 麻里子

じゅうじゅうじゅう
あずみ虫∥さく 福音館書店

たまごをパカッ。「じゅうじゅうじゅう」とフライパンでやいてめだまやきのできあがり。

ソーセージ、にんじんも「じゅうじゅうじゅう」とやいて…。

むかしむかし 1 天の岩戸/ヤマタノオロチ/いなばの白うさぎ

内田 麟太郎∥文 文溪堂

たいようのかみさまが、おおきないわのかげにかくれてしまったはなし「天の岩戸

（あまのいわと）」など、「ずっとむかしのことです」からはじまるにほんのむかしばな

し、さあ、はじまりはじまり…。

おさかなちゃんのばいば〜い
ヒド・ファン・ヘネヒテン∥作・絵 学研プラス

ちっちゃなおさかなちゃん、ママがおむかえにきました。かえるまえにね、みんな

に「ばいば～い」とあいさつしなくっちゃ…。ほっこりするひとときをたいせつにとりあ

げたおはなし。



開館時間変更のおしらせ

　変更前（２０２２年３月３１日まで） 　 変更後（２０２２年４月１日以降）

※視聴覚室の利用可能時間及び子育て支援センターについて変更ありません。

　の除菌機を設置しております。 日時　３月２６日（土） １４：００～

　簡単な操作で１度に６冊まで本 場所　図書館幼児コーナー

　   今月の本棚

 　　｢一度も借りられなかった本」
　  ご利用ください        　　　　 －2021年度版－

 ｢本の除菌機｣を

　の殺菌・消毒ができますので、

 ２０２１年１月～１２月に入

　図書館で本を借りた際にはぜひ 　新型コロナウイルス対策を

 った本で、まだ一度も借りら

 れたことがない本を探してみ
 ました。本当は面白いのに、

 他の本に埋もれていた可能性

 があるかも？

　新型コロナウイルスの感染拡大 ３月のとしょかんおはなし会
　を予防するため、図書館では本

３月３１日（水）は図書整理休館日です

　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

※いただく場合がございます。ご了承ください。

-開館時間-

月～金 ９：３０～２０：００

土日祝 ９：３０～１７：３０

-休 館 日-

毎月最終日（蔵書点検）

年末年始（12月30日～1月5日）

-開館時間-

火～日・祝

９：３０～１８：００まで

-休 館 日-

毎週月曜日（視聴覚室含む）

毎月最終日（蔵書点検）

年末年始（12月30日～1月5日）

設置場所

図書館カウンター向かい

令和４年４月１日より、図書館の開館時間と休館日が、以下のように変更となります。

皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。


