
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７月号

令和４年７月１３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

デジタル依存症の罠
香山 リカ 著 さくら舎

四六時中目にするネット記事、ひっきりなしにつながるＳＮＳ、

勉強・仕事から飲み会までがオンラインに。それが心にどう作用し

ているか、日々のデジタル疲れをどう癒すか、精神科医が対応策を

明かす。

ピリカチカッポ
石村 博子 著 岩波書店

「アイヌ神謡集」を残し１９年余の生涯を閉じたアイヌの少女、

知里幸恵。一度は忘れ去られた少女は、なぜ甦ったのか。資料をも

とに、アイヌに生まれ、アイヌ語の中に生いたった少女の魂の格闘

を描く。

東大×マンガ
東大カルペ・ディエム 著 西岡 壱誠 監修 内外出版社

長文読解力が身につく「春の呪い」、世界史が学べる「ONE

PIECE」…。現役東大生が勉強になるマンガを５５冊厳選。勉強

が好きになるマンガの読み方とポイントを徹底解説する。

孤蝶の城
桜木 紫乃 著 新潮社

秀男はモロッコで手術を受け、日本で初めて「女の体」を手に入

れるが、やがて追い詰められていき…。自己と闘う思春期を描いた

「緋の河」に続き、世間と闘う激動期を活写する。

池上彰の世界の見方 東欧・旧ソ連の国々
池上 彰 著 小学館

周囲の国々を衛星国としたソ連のトラウマとは？ロシアの脅威に

身構えるバルト三国の悩みとは？池上彰が、旧ソ連の国々や東欧諸

国を徹底解説する。東京都立青山高等学校で行った授業をもとに書

籍化。



藤木ＴＤＣ

亜璃西社

新川　帆立

林　克明プーチン政権の闇　増補版

長谷部　雅一

山本　健翔声優になるには　改訂版

スポーツ毒親

プロが教える親子キャンプ読本

ゆるふわカエル図鑑 じゅえき太郎

世界遺産ガイド　ウクライナ編 古田　陽久

森山大道 森山大道写真財団

失われゆく娯楽の図鑑

地震と火山と防災のはなし 楠城　一嘉

動物行動学者、ﾓﾓﾝｶﾞに怒られる 小林　朋道

久坂部　羊

最新頭痛の治し方大全

屋敷　康蔵

文　　 　学（文庫本）

マイクロスパイ・アンサンブル

闇の余白

逆転のアリバイ

石礫

すべての月、すべての年 ルシア・ベルリン

生皮

マイスモールランド

馳　星周

あの図書館の彼女たち ｼﾞｬﾈｯﾄ・ｽｹｽﾘﾝ・ﾁｬｰﾙｽﾞ

百年厨房

月の王

菜の花の道

村崎　なぎこ

柚月　裕子

上田　秀人

山本周五郎人情ものがたり 武家篇

９９年、ありのままに生きて

中島みゆき詩集 中島　みゆき

大野　好弘

島沢　優子

芸術・体育

オレンジページ

赤峰　清香

星　わにこ

ｼﾞｪｰﾝ・ｸﾞﾄﾞｰﾙ

オレンジページ

銀色　夏生

ひき肉あったら、これつくろ！

たまごあったら、これつくろ！

60歳、女、ひとり、疲れないごはん

かぎ針編みの夏こもの

きれいに作れる帽子

その着物、どうする？

希望の教室

住宅営業マンぺこぺこ日記

小さな苔ガーデニング

風に訊け

フルスロットル ｼﾞｪﾌﾘｰ・ﾃﾞｨｰｳﾞｧｰ

矢崎　存美

佐伯　泰英

ミミズクと夜の王　完全版 紅玉　いづき

柏井　壽

喜多　みどり

鴨川食堂しあわせ

ぶたぶたのお引っ越し

弁当屋さんのおもてなし　１０

７月 の 新 着 図 書

流転

〈磯貝探偵事務所〉からの御挨拶

剣持麗子のワンナイト推理

脱北航路

笹本　稜平

小路　幸也

月村　了衛

心理・歴史・社会

香納　諒一

今野　敏

伊坂　幸太郎

石川　智健

白馬八方尾根殺人事件 梓　林太郎

人はマナーでつくられる 中谷　彰宏

文　　 　学

私の老後私の年金

紛争地のポートレート 白川　優子

長尾　義弘

ボランティア活動の責任

樋口　恵子

井上　荒野

子どもの姿勢ピン！ポーズ

彼女が知らない隣人たち あさの　あつこ

土偶を読む図鑑 竹倉　史人

マンガ沖縄・琉球の歴史　新装版 上里　隆史

８０歳の壁

20歳の自分に教えたい現代史のきほん 池上　彰

和田　秀樹

スクイッド荘の殺人

ファズイーター

ルコネサンス

東川　篤哉

くるまの娘

裏家電

溝手　康史

たそがれの侵入者 赤川　次郎

老～い、どん！　２

北海道キャンプ場ガイド　22-23

深町　秋生

有吉　玉青

宇佐見　りん

川和田　恵真

嶋戸　悠祐

おうちで絶品！ボリュームごはん

人はどう死ぬのか

医学・家庭・工学・産業

深井　律夫

丹羽　潔

布武の果て

藤原　緋沙子

山本　周五郎

瀬戸内　寂聴

花散る里の病棟

小説デジタル人民元

西村　猛

夏子

ごはんにかけておいしいひとさライス 小堀　紀代美

帚木　蓬生

チョウセンアサガオの咲く夏

ブティック社



● あつまれ！わくわくパンまつり のし　さやか ● あるひくじらがやってきた ニック・ブランド

● くみたて 田中　達也 ● ひみつのさくせん ニコロ・カロッツィ

● さかなくん しおたに　まみこ ● ピヤキのママ ペク・ヒナ

● ずぼっじー 高橋　祐次 ● ペネロペ　ママだーいすき アン・グットマン

● ゆかしたのワニ ねじめ　正一 ● ことばコレクター　　　　　　　　　　ピーター・レイノルズ

● おかげさまで名探偵 杉山　亮 ● はりねずみのノート屋さん ななもり　さちこ

● 海ヤカラ 照屋　年之 ● たぶんみんなは知らないこと  福田　隆浩

● 映画おしりたんていシリアーティ　ザ・ノベル　　　トロル ● かみさまのベビーシッター　２ 廣嶋　玲子

● にじいろフェアリーしずくちゃん　６ 友永　コリエ ●
あそび室の日曜日
町長さんのアイドルコンテスト

村上　しいこ

● お札に登場した偉人たち２１人 河合　敦 ● ブラックホールってなんだろう？ 嶺重　慎

● 都市伝説最恐バトル大図鑑 朝里　樹 ●

● ゆるゆる怪鳥図鑑 かげ ● はじめての子どもパン教室 吉永　麻衣子

●
頂上決戦！水中危険生物
最強王決定戦

Creature　Ｓｔｏｒｙ ●
マンガでわかる！小学生のための
スマホ・SNS防犯ガイド

佐々木　成三

えほん

じどうちしき

よみもの

世界の市場　　　　　　　　　　 　マリヤ・バーハレワ

本おじさんのまちかど図書館
ウマ・クリシュナズワミー∥作，長友 恵子∥訳，川原 瑞丸∥絵 フレーベル館

インドのまちでしょうがっこうにかようヤズミンのたのしみは、まちかどとしょかん

でほんをかりること。ところがこのとしょかんがつづけられなくなり…。

ワクワク！かわいい！自由工作大じてん
成美堂出版編集部∥編 成美堂出版

せかいにひとつのさくひんがみじかなざいりょうでつくれる！ 「つかえる」「かざれ

る」「あそべる」「おしゃれ」の４つにわけて、かわいい”じゆうこうさく”をたくさんしょ

うかいします。

一撃をねらえ！
あさだ りん∥作，酒井 以∥絵 金の星社

ナマケモノにそっくりでやる気のない楽と同じ委員会になってしまい、がっかりし

ていた奈央。ある日、楽が奈央を連れて行った場所は、ボルダリングのジムだっ

た。奈央はのぼることの楽しさに目覚め…。



日 月 火 水 木 金 土
1 2

3 ④ 5 6 7 8 9
10 ⑪ 12 13 14 15 18
17 ⑱ 19 20 21 22 25
24 ㉕ 26 27 28 29 30
㉛

日 月 火 水 木 金 土
① 2 3 4 5 6

7 ⑧ 9 10 11 12 13
14 ⑮ 16 17 18 19 20
21 ㉒ 23 24 25 26 27
28 ㉙ 30 ㉛

7月

8月

丸で囲われている日は、休館日です。

（月末は蔵書点検のためお休みです。）

7月のとしょかんおはなし会

日時 ７月３０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。

📚 ７月と８月のお休み📚
今月の本棚

「ノベライズ本」

令和４年度第１回図書館ワークショップ

夏休み子ども工作教室

パタパタボックスパズル

をつくろう！
４つの箱を開いたり閉じたりすると、つぎつぎに

絵が変わるパズルをつくるよ！一緒に自分の好き

な絵をかいて作ってみよう。

８月２日（火）
①10：00～11：30

②14：00～15：30

場 所：コミュニティプラザ視聴覚室

対 象：小学生

定 員：各１０名程度

申込方法：チラシの申込用紙をカウンターに

出すか電話

申込期間：７月１日～７月２０日まで

参 加 費：無料

パネルシアターや、アニマシオンという本を

使ったちょっとしたゲームのようなことをす

るおはなし会です。いつもとはちょっと違っ

たおはなし会に、参加しませんか？

８月３日（水）
①10：00～10：30

パネルシアター

「七夕物語」

②14：00～14：30
アニマシオン

「食べたかな食べなかったかな」

場 所：コミュニティプラザ視聴覚室

対 象：幼児以上（幼児は保護者同伴）

定 員：各２０名

申込方法：チラシの申込用紙をカウン

ターに出すか電話

申込期間：７月１日～７月２７日まで

参 加 費：無料

のおはなし会
スペシャル

夏

ノベライズ本とは、映画や演劇、ドラマや漫画、

ゲームなどを小説にした本のことです。原作を

知っていれば、小説でも

すらすら読むことができ

ます。今月はそんなノベ

ライズ本をご紹介します。


