
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

火曜日～日曜日：午前９時３０分～午後６時

＊休館日

毎週月曜日

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４月号

令和４年４月１４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

難民に希望の光を 真の国際人緒方貞子の生き方
中村 恵 著 平凡社

日本人初・女性初の国連難民高等弁務官として１０年間、世界中

の紛争地をめぐり、難民支援に携わった緒方貞子。退任後の数年間、

パーソナル・アシスタントとして緒方の姿を見続けた著者が、その

生涯と強みについて語る。

気のはなし
若林 理砂 著 ミシマ社

「気」という文字の起源、孔子や老子の考えた「気」、易や風水

の「気」、東洋医学の「気」、日常の「気」…。鍼灸師・若林理砂

が、中国の古典から現代科学の知見までを用いて、広大で多種多彩

な「気」の世界を解説する。

ディズニーキャストざわざわ日記
笠原 一郎 三五館シンシャ

手を抜くこともあれば、ミッションを忘れるほどゲストに対して

怒りを覚えることもある。給料が安いと不満を持ったりもする―。

ディズニーランドで８年間働いた著者が、“夢の国”の「ありのま

ま」の姿を伝える。

六つの村を越えて髭をなびかせる者
西條 奈加 著 PHP研究所

江戸中期、蝦夷地見分隊に随行した出羽国の最上徳内。雄大で厳

しい自然の中で、アイヌの少年や長たちと交流する徳内は、アイヌ

を虐げ、搾取する松前藩に怒りを覚え…。歴史長編。

肌トラブル大全
小林 智子 著 WAVE出版

毛穴、ニキビ、乾燥、赤み、くすみ、シミ、シワ、たるみ…。何

をしても改善しないのは、正しいケアができていないから。あらゆ

る肌トラブルを取り上げ、それぞれの原因やタイプ、具体的なケア

方法を解説します。



間山　元喜

芝崎　みゆき

青山　美智子

望月　衣塑子　ほか日本のタブー３.０

文藝春秋

すぴーち工房新しいあいさつ・スピーチ文例集

コツが身につくスケートボード

さらばF1　HONDA

スコットくん・こぐまのガドガド フジモト　マサル

もじモジ探偵団 雪　朱里

１分最弱筋トレ たかツキ　なほり

八甲田雪中行軍１２０年目の真実

はたらく内臓 坂井　建雄

腰痛は座り方が９割 碓田　拓磨

平松　類

手指衛生とハンドケア

斎藤　新一郎

文　　 　学（文庫本）

誰かがこの町で

鑑定人氏家京太郎

特許やぶりの女王

土佐くろしお鉄道殺人事件

ミッドナイト・ライブラリー マット・ヘイグ

少女を埋める

花咲小路二丁目の寫眞館

朝井　まかて

レニーとマーゴで１００歳 ﾏﾘｱﾝﾇ・ｸﾛｰﾆﾝ

サンセット・サンライズ

ボタニカ

奏鳴曲

楡　周平

逢坂　剛

梶　よう子

ないものねだるな

その日まで

はなちゃんのみそ汁　青春篇 安武　信吾

早川　大輔

芸術・体育・言語

ちょっと背伸びのもの選び

北海道樹木図譜

バズる！オムライスレシピ オムライスのブロ

主婦と生活社

日本車敗北

糖質オフのズボラやせおやつ

即やせ！オートミール神レシピ

瞬間たるみ流し 寺林　陽介

村沢　義久

西川　芳昭

新谷　友里江

うる

タネとヒト

完璧な家族

殺人者の手記　上・下 ﾎｰｶﾝ・ﾈｯｾﾙ

能町　みね子

ﾘｻ・ｶﾞｰﾄﾞﾅｰ

勘定侍柳生真剣勝負　5 上田　秀人

佐伯　泰英

小川　糸

光る海

皆様、関係者の皆様

真夜中の栗

４月 の 新 着 図 書

怪物

アクトレス

赤と青とエスキース

母の待つ里

東山　彰良

誉田　哲也

浅田　次郎

心理・歴史・社会

南原　詠

西村　京太郎

佐野　広実

中山　七里

名探偵・浅見光彦全短編 内田　康夫

定年後の遊び方 赤井　誠生

文　　 　学

妻六法

日本の総理大臣大全 八幡　和郎

森　公任

人生の締め切りを前に

勝浦　雅彦

桜庭　一樹

ちょっとサウナ行ってきます

断罪のネバーモア 市川　憂人

年中行事百科 八條　忠基

生き直す 高峰　武

維摩さまに聞いてみた

法然を生きる ひろ　さちや

細川　貂々

翼の翼

スモールワールズ

タラント

朝比奈　あすか

楽園ジューシー

落花流水

田原　総一朗

ブラックガード 木内　一裕

つながるための言葉

古代インカ・アンデス不可思議大全

一穂　ミチ

角田　光代

坂木　司

小路　幸也

鈴木　るりか

ルポ自助２０２0－

子どもガボール

医学・家庭・工学・産業

中場　利一

森兼　啓太

吾妻おもかげ

海堂　尊

阿川　佐和子

瀬戸内　寂聴

タイムマシンに乗れないぼくたち

それぞれの風の物語

岩田　リョウコ

石井　光太

もっと！魔法のてぬきごはん てぬキッチン

寺地　はるな

ブラック・ムーン



● ● たなか　ひかる

● ● たかい　よしかず

● ●

ねこいる！

ようかいむらのふしぎとしょかん

ブルタちゃんのコロッケグー！ ケロポンズ他

● ３分間サバイバル　生還せよ！自然災害の脅威粟生　こずえ ● 涙と笑いのミステリー 宮部　みゆき他

● １ねん１くみの女王さま　２ いとう　みく ● レッツもよみます ひこ　田中

● ● 小説弱虫ペダル　８ 輔老 心

● マンガでよくわかるねこねこ日本史　１０ そにし　けんじ ● やさしくわかる小学生の理科図鑑 水上　郁子

● ドラえもん探究ワールドイヌの不思議 藤子・F・不二雄 ● もっと生きかたルールブック 齋藤 孝

● ● ４・５・６さいのなぜなにSDGｓ 汐見　稔幸

●
ひとりでがんばらない！
　　子どもと考える福祉のはなし

藤田　孝典 ● 新語・流行語を追え！ 田中　牧郎

ニッポンの総理大臣 ニッポンの総理大臣編集部

じどうちしき

よみもの

えほん

  おくやま　ひさし

 鈴木　のりたけ

サクラ　はるなつあきふゆ

大ピンチずかん     

こんとごん     　　　　織田　道代

ぼくらは少年鑑定団！  くすのき　しげのり

スプーンとフライパン
新井 洋行∥著 佼成出版社

ふとんとまくらがであうと、ポンポンポン！スプーンとフライパンがであったら、カン

カンカン！ふたつのものがであうと、どんなおとがうまれるのかな？よみきかせをた

のしみながら、おとのかんせいをはぐくむあかちゃんえほん。

すみっコぐらしの勉強が好きになる方法
藤枝 真奈∥監 主婦と生活社

たのしみながらべんきょうできるアイデアを、すみっコぐらしのイラストとともにしょ

うかい。クイズやチャート（グラフなどのず）をまじえながら、じゅぎょうをたのしむた

めのポイントや、テストをがんばるコツなどをしょうかいします。

あぶないときはいやです、だめです、いきません
清永 奈穂∥文，石塚 ワカメ∥絵 岩崎書店

「あぶないひと」ってどんなひと？「あぶないばしょ」って、どんなばしょ？こどもが

じぶんで、じぶんのみをまもるためのほうほうがまなべるえほん。

にげたり、さけんだりするれんしゅうほうほうなどをしょうかいした、ほごしゃむけか

いせつつき。



２８日 ２９日 ３０日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 　６日
(木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) 　(金)

日時　４月２３日（土） １４：００～

　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。

を育ててみるのはいかがですか？

場所　図書館幼児コーナー

北海道でも春の訪れを感じる今月は、花

や野菜の育成に関する本を集めました。

　新型コロナウイルス対策を

ちょっとしたスペースを利用して、植物

　取り入れた上で、様々なお

４月のとしょかんおはなし会

 ゴールデンウィーク期間中、コミュニティプラザは以下の予定で

 開館致します。図書館の休館日に本の返却をされる方は、入口側

 の返却ポストへ１冊ずつ本をご投函ください。

 月日

開館休館
開館時間　9：00～17：00

開館

　話を行います。どうぞお気

町立小清水図書館

子育て支援センター
休館 開館

今月の本棚

　　「植物を育ててみよう🌱」

休館

休館

施設名

４月

開館

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。

～

５月

開館

新型コロナウイルス感染拡大予防の

ため、図書館ではご来館された方に

以下のことをお願いしております。

ゴールデンウィーク期間中の

開館予定について

開館時間　9：30～18：00
開館 休館 開館

館内の

換気

三密の

回避

マスク

着用

検温の

ご協力

座席の

撤去

手指の

消毒

コロナウイルス対策

にご協力ください


