
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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８月号

令和４年８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

チコちゃんの素朴なギモン３６５
NHK「チコちゃんに叱られる！」制作班 監修 宝島社

なんで鉄はサビるの？なぜ桜は一斉に咲くの？どうして日本は左

側通行？なんで地球は回ってる？NHK「チコちゃんに叱られる！」

で取り上げた素朴なギモンの中から、３６５本を厳選して掲載する。

老いが怖くなくなる本
和田 秀樹 著 小学館

老人こそ、恋をせよ！３０年以上高齢者を看続けてきた老年専門

精神科医が、医学の知識と心の臨床の経験に基づき、老後をラクに

楽しく生きる方法を伝授する。

寝ても覚めてもアザラシ救助隊
岡崎 雅子 著 実業之日本社

幼いころに出会ったぬいぐるみがきっかけで、あっという間にア

ザラシ沼へ。日本で唯一のアザラシ保護施設で働く飼育員が、保護

活動とアザラシが抱えている問題などを綴る、アザラシ愛溢れる自

然科学エッセイ。

なんだか疲れる
藤村 忠寿 嬉野 雅道 著 烽火書房

北海道テレビ「水曜どうでしょう」ディレクター・藤村は疲れな

い男。彼の「疲れる仕事」への対処法をはじめ、疲れない男がコロ

ナ陽性となった「妖精療養日誌」、もうひとりのディレクター・嬉

野と藤村の対談などを収録。

それでも、世界はよくなっている
ラシュミ・サーデシュパンデ 著 亜紀書房

戦争、洪水、貧困…。世界は恐ろしいニュースにあふれているが、

データや事実を見れば、たくさんのよいニュースがある！よいニュ

ースにスポットライトを当てた本。フェイクニュースの見分け方と

撃退法も紹介する。



吉川　さやか

奥野　修司

垣谷　美雨

嵐田　浩吉スラヴの十字路

笹山　敬輔

円満字　二郎漢字の使い分け図鑑

新しい登山の教科書

ドリフターズとその時代

フェルメールとオランダ黄金時代 中野　京子

いつでも君のそばにいる リト＠葉っぱ切り絵

世界のふしぎな色の名前 城　一夫

日本の絶滅危惧知識

世界の気候と天気のしくみ 今井　明子

鳥と根付　春秋の物語 高円宮妃久子

三才ブックス

民間療法は本当に「効く」のか

番匠　克久

文　　　　　　　学（文庫本）

任侠楽団

よろずを引くもの

競争の番人

掟上今日子の忍法帖

やりなおし世界文学 津村　記久子

両手にトカレフ

ウェルカム・ホーム！

小手鞠　るい

小さいわたし 益田　ミリ

子宝船

情事と事情

破れ星、流れた

宮部　みゆき

瀬戸内　寂聴

堀本　裕樹

言葉のおもちゃ箱

よみぐすり

今日もごきげんよう 松浦　弥太郎

岡嶋　裕史

栗山　祐哉

芸術・体育

１DＡＹマクラメ

絶景北海道の鉄道

使えてますか？スマホ

オカズデザインの沖縄食堂ごはん オレンジページ

青木　由香

紙もの

日本ご当地パン大全

らくらくお米パン

台湾の日々

翔泳社

ブティック社

野崎　ゆみこ

辰巳出版

ハーブの便利帖

うちの旦那が甘ちゃんで 寿司屋台編

狂う潮 佐伯　泰英

稲葉　稔

神楽坂　淳

１５秒のターン 紅玉　いづき

近江　泉美

荒川　弘

深夜０時の司書見習い

武士の流儀　７

鋼の錬金術師　２

８月 の 新 着 図 書

うまたん

奇跡集

あきらめません！

夜に星を放つ

東川　篤哉

小野寺　史宜

窪　美澄

心理・歴史・社会

新川　帆立

西尾　維新

今野　敏

西條　奈加

猫弁と幽霊屋敷 大山　淳子

認知バイアス大全 川合　伸幸

文　　　　　　　学

歴史の予兆を読む

北海道廃線紀行 芦原　伸

池上　彰

七光星に輝きを

宇野　重規

ブレイディみかこ

「家トレ」のきほん

俺ではない炎上 浅倉　秋成

断面 北海道ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ集団

アウシュヴィッツのお針子 ルーシー・アドリントン

老いの品格

喜怒哀楽のお経を読む 釈　徹宗

和田　秀樹

Ｎ／Ａ

水の月

パパイヤ・ママイヤ

年森　瑛

宙ごはん

信仰

北海道新聞社

ナイトシフト 香納　諒一

そもそも民主主義ってなんですか？

マコクライシス

中江　有里

乗代　雄介

町田　そのこ

丸山　正樹

村田　沙耶香

やせウマずぼら飯極

日本クマ事件簿

医学・家庭・工学・産業

永井　紗耶子

大野　智

猫は髭から眠るもの

倉本　聰

伊奈　かっぺい

坂口　恭平

広重ぶるう

女人入眼

石田　竜生

だれウマ

ゆる発酵 榎本　美沙

梶　よう子

私解説

主婦の友社



● いっしょにあるく うえの　みえこ ● つむちゃんとあそぼう ｍｉｎｃｈｉ

● うみでなんでやねん 鈴木　翼 ● ホホジロザメ 沼口　麻子

● おばけのかわをむいたら たなか　ひかる ● まっくらあそびしようよ！ はた　こうしろう

● ● よくみると…　もっと！ shimizu

● ちびちびパンダ みやにし　たつや ●

● すずのまたたびデイズ 井上　亜樹子 ● ぼくは勇者をたすけたい 中松　まるは

● じいちゃんの山小屋 佐和　みずえ ● ルビねこと旅の仲間たち 野中　柊

● ばーちゃる 次良丸　忍 ● じゅんくんの学校 福田　隆浩

● 迷子になったペットを探せ！ 高橋　うらら ● 黄色い竜 村上　康成

● 日本の妖怪伝説大事典 朝里　樹 ● すごいゴミのはなし 滝沢　秀一

● ● いきものとくらすための７つの約束 今泉　忠明

● 押す図鑑ボタン 西村　まさゆき ● おりがみ大図鑑　決定版 新宮　文明

● のぞく図鑑穴 宮田　珠己 ●
大人になってこまらない
マンガで身につく法律の知識

鹿田　昌

クワガタ王×カブト王超絶バトル大図鑑　小野　展嗣

えほん

じどうちしき

よみもの

モナのとり　　　　　　　　　　サンドラ・ポワロ＝シェリフ

がっこうにまにあわない　　　　ザ・キャビンカンパニー

スタコラサッサ
花山 かずみ∥作 こぐま社

いただきまーす！ごはんをたべようとしたとたん、タコさんウィンナーがぽとんと

おっこちました。そのウィンナーがスタコラサッサとにげだして…。ゆかいなリズム

がたのしいえほん。

戦争が町にやってくる
ロマナ・ロマニーシン∥作，アンドリー・レシヴ∥作，金原瑞人∥訳 ブロンズ新社

うつくしいまち・ロンドで、ひとびとははなをそだて、とりやくさきにはなしかけなが

ら、たのしくくらしていました。ところが、あるひとつぜん「せんそう」がやってきて…。

うまれてくるよ海のなか
高久至∥しゃしん，かんちくたかこ∥ぶん アリス館

だいじなたまごをまもる、うみのおとうさんとおかあさん。たまごのそばでおせわ

したり、みつからないようにかくしたり、あかちゃんがうまれてくるまでがんばって

います。



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

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

８月

９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。）

８月のとしょかんおはなし会

日時 ８月２７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。

📚 ８月と９月のお休み📚 今月の本棚大人に

「今日はどんな天気かな？」

どんな空模様だったら、

どんな天気になるのかな？

今月は、天気の本など気象

に係わる本を揃えました。

昨今注目されている、気候

変動について触れた本もあ

ります。

～ 認 知 症 について知ろう ～

○ 認知症の本コーナーの設置

毎年９月は「世界アルツハイマー月間」です。

町立小清水図書館では「世界アルツハイマー月間」の期間に

認知症や介護について書かれた本や認知症啓発パネル等を設置

します。

認知症予防や支え合い体制づくりに向けた第一歩として、認

知症や介護に関する書かれた本や資料に触れてください。

【設置期間】 令和４年９月１日（木）～９月２９日（木）

【設置場所】 町立小清水図書館

○ 認知症サポーター養成講座

毎年９月２１日は「世界アルツハイマーデイ」です。

小清水町では「世界アルツハイマーデイ」にあわせ、認知症

サポーター養成講座を開催します。

認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や

ご家族に対して温かな目で見守る「応援者：認知症サポー

ター」になり、認知症の方やご家族の方が安心して暮らせるま

ちを創っていきましょう。

【日 時】 令和４年９月２１日（水）13：30～15：00

【会 場】 町立小清水図書館 視聴覚室

【内 容】 ・認知症サポーターの役割とできること

・認知症を理解する 他

【申込先】 小清水町役場 地域包括支援センター総合相談

☎ ６２－４４７３

共 催 町立小清水図書館 ・ 小清水町

ワクワク？ドキドキ？

職場体験！
７月７日（木）に、小清水中学校の生

徒３名が、図書館に職場体験にやってき

ました。図書館の仕事について学び、実

際に本の貸出などもしてもらいました。

生徒たちは初めての作業に緊張しながら、

一生懸命仕事をしていました。

また、７月７日（木）から８月７日

（日）まで展示していた、七夕の短冊コー

ナーは、中学生たちに作ってもらいました。

新型コロナウイルス感染拡大対策として、

短冊を吊るすためのパネルに、笹の装飾を

してもらったり、段ボールパーテーション

を作ってもらいました。

［短冊は１００枚近く吊るされました］


