
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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９月号

令和４年９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

よけいなひと言をわかりあえるセリフに変える親子のための言いかえ図鑑

大野 萌子 著 サンマーク出版

親のひと言は、心の支えにも、しこりにもなる。親子関係に悪影

響を与える「よけいなひと言」を、信頼関係を深める「わかりあえ

るひと言」に言いかえる例を紹介する。自分がつい親に言ってしま

う言葉の言いかえも掲載。

いくつになっても「骨」は育つ！
今泉 久美 著 文化学園文化出版局

骨がもろくなり、骨折しやすい状態になる「骨粗鬆症」。骨を強

くするためにできることを始めましょう。カルシウム、ビタミンD、

たんぱく質など、効率のいい食べ合わせがよくわかる、骨粗鬆症対

策レシピ集。

手放す瞬間
古村 比呂 著 KADOKAWA

朝ドラで一躍人気者となり、結婚し３人の子どもに恵まれるも、

子宮頸がんが発覚。５年目には再発、再々発し…。古村比呂が、が

んと歩んだ１０年の戸惑い、苦悩、喜びをありのままに記す。つら

さを和らげる２７の処方箋も収録。

掬えば手には
瀬尾 まいこ 著 講談社

中学３年のときに、人の心を読めるという特殊な能力に気づいた

大学生の匠。ところが、バイト先で出会った常盤さんは、匠に心を

開いてくれなくて…。「幸福な食卓」「そして、バトンは渡された」

に連なる、究極に優しい物語。

カヨと私
内澤 旬子 著 本の雑誌社

小豆島でヤギと暮らしはじめた著者。カヨと名付けたヤギを、気

づけば「どっちが飼い主？！」と笑われるほど世話をし、ともに時

間を過ごして…。著者が描いたイラストも多数収録。



日本人の真価

向田　邦子

群　ようこ

朝里　樹

やっと訪れた春に

チンギス紀　１４

リュウジ

高木　ハツ江

粉100、水50でつくるすいとん minokamo

青山　文平

よって件のごとし

ブティック社

篠田　節子

鈴木　涼美

中島　京子

本城　雅人

村山　由佳

ﾊﾂ江おばあちゃんの定番おうち洋食

子どもの目を守る本

医学・家庭・工学・産業

北方　謙三

堀江　昭佳

寺地　はるな

バズレシピ 史上最強の痩せめし編

ナゾトキ・ジパング 青柳　碧人

札幌むかし写真帖 北海道新聞社

悲しみの夏 菊地　慶一

恋のトリセツ

目で見る日本史 岡部　敬史

黒川　伊保子

わたしたち

セカンドチャンス

ギフテッド

落合　恵子

オリーブの実るころ

星屑

川村　佳子

爆発物処理班の遭遇したスピン 佐藤　究

２２世紀の民主主義

まち歩き札幌の歴史

９月 の 新 着 図 書

鷹の系譜

紙の梟

墜落

ﾌﾞｰﾀﾝ、世界でいちばん幸せな女の子

堂場　瞬一

貫井　徳郎

阿川　佐和子

心理・歴史・社会

新川　帆立

新堂　冬樹

小島　正樹

桜庭　一樹

晩秋行 大沢　在昌

哲学者たちの思想、戦わせてみました 畠山　創

文　　　　　　　学

北海道でＳＤＧｓ

下り坂のニッポンの幸福論 内田　樹

関口　裕士

「女子ボス」のトリセツ

成田　悠輔

闘鬼斎藤一

読書の森で寝転んで 葉室　麟

田牧　大和

吉川　永青

吸血鬼と猛獣使い 赤川　次郎

河崎　秋子

佐伯　泰英

鯨の岬

思い出すのは

浮世小路の姉妹

栗原　紀行

素敵なﾌﾗｽﾀｲﾙ編集部

芸術・体育

楽しくはたらく手作りエプロン

わんにゃん幸せのトリセツ

山を買ったぞ！キャンプするぞ！

こどもオレンジページ　No4 オレンジページ

ﾍﾞﾆｼｱ・ｽﾀﾝﾘｰ・ｽﾐｽ

エコな毎日

つるんと、のどごしのいいおやつ

ヴィーガンサンドイッチ

ベニシアと正　２

中嶋　亮太

深尾　幸生

今井　ようこ

中川　たま

ＥＶのリアル

文　　　　　　　学（文庫本）

仮面の復讐者

紅だ！

先祖探偵

嫌われ者の矜持

華麗な復讐株式会社 ヨナス・ヨナソン

カレーの時間

夢を喰う男

石田　衣良

ファイナル・ツイスト ｼﾞｪﾌﾘｰ・ﾃﾞｨｰｳﾞｧｰ

こいごころ

禁猟区

家業とちゃぶ台

畠中　恵

宮部　みゆき

藤原　正彦

スマホになじんでおりません

創作怪異怪物事典

三体Ｘ 宝樹

日野　行介

赤谷　正樹

真山　仁

小山　哲中学生から知りたいウクライナのこと

堀越　英美

森山　卓郎あいまい・ぼんやり語辞典

フラトレ！

エモい古語辞典

ぼく　モグラ　キツネ　馬 ﾁｬｰﾘｰ･ﾏｯｹｼﾞｰ

少年と犬 馳　星周

終止符のない人生 反田　恭平

調査報道記者

空の見つけかた事典 武田　康男

面白くて眠れなくなる脳科学 毛内　拡

三木　淳司

血流ゼロトレ

高橋　徹



● いきぬけ！サバンナのどうぶつ 鎌田　歩 ● ねずみくんはカメラマン なかえ　よしを

● おおきくなったら、なんになる？ 刀根　里衣 ● はたけの絵本 いわむら　かずお

● かみなり 小杉　みのり ● へんてこはやくちことば 新井　洋行

● ●

● でんしゃがとおりまーす！ オームラ　トモコ ● めをさませ 五味　太郎

● レイワ怪談　雨月の章 ありがとう・ぁみ ● みちのく妖怪ツアー　５ 佐々木　ひとみ

● がっこうのおばけずかん　げたげたばこ　　斉藤　洋 ●

● トーキングドラム 　佐藤　まどか ●

● 立てないキリンの赤ちゃんをすくえ　　佐藤　真澄 ● ふしぎな図書館とアラビアンナイト 廣嶋　玲子

● 英雄最強王図鑑 健部　伸明 ●

● 生き物アドベンチャーツアー 今泉　忠明 ● 宇宙食になったサバ缶 小坂　康之

● 鳥は恐竜だった 鈴木　まもる ●

● となりのホンドギツネ 渡邉　智之 ● すごい毒の生きもの図鑑 船山　信次

ノラネコぐんだんおかしなさがしえブック　工藤　ノリコ

じぶんでよめるたべものずかん　成美堂出版編集部

えほん

じどうちしき

よみもの

ペンギンたんけんたい　みなみのしま　　斉藤　洋

かいけつゾロリにんじゃおばけあらわる！　原　ゆたか

意味がわかるとゾッとする怖い図書館　　　緑川　聖司

くすのきだんちはサン！サン！サン！　　武鹿　悦子

じゃーんけん
山岡ひかる∥作 アリス館

うさぎさん、とりさん、わにさん、りすさん…。いろいろなどうぶつとじゃんけんして

あそぼう。どうぶつたちは、からだでグー・チョキ・パーをあらわすよ。どうぶつた

ちにかてるかな？

給食室のいちにち
大塚菜生∥文，イシヤマ アズサ∥絵 少年写真新聞社

あんぜんでおいしいきゅうしょくは、どうやってつくられているのかな？きゅうしょく

しつにはいるためのじゅんびから、あとかたづけやこんだてづくりまでかかれたえ

ほん。

ワニのガルド
おーなり由子∥作・絵 偕成社

ヒナちゃんのまえにあらわれた、みどり色の、おっさんのようなワニ。さびしい人

にしか見えないおばけだというが…。ワニのガルドとヒナちゃんのおかしくて、あた

たかなものがたり。



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

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

９月

１０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。）

９月のとしょかんおはなし会

日時 ９月２４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。

📚 ９月と１０月のお休み📚
今月の本棚

「大きな文字で読みやすい

大 活 字 本」

新型コロナウイルス拡大防止対策を行ないつつ、８月２日（火）に夏休み子ども

工作教室、８月３日（水）に夏のおはなし会スペシャルを開催しました。

コロナに負けずに開催しました！

おはなし会の午後の部では、「食べたかな食べなかっ

たかな」というアニマシオン（本を使ったゲームのような

もの）をしました。内容は『はらぺこあおむし 』の主人公

あおむしが、物語の中で食べたものと食べなかったもの

を当てるというものです。絵本を読み終えた後に問題用

紙が配られるため、参加した子どもたちは少々前のめり

気味に絵本に注目していました。

工作教室『パタパタボックスパズルをつくろう！』では、

４個の箱をひとつに組み合わせる工程に苦戦しながら

作りました。また、装飾工程では何を描こうか悩みなが

ら、オリジナルや図書館の本を参考にするなど、それ

ぞれ好きな絵を描いていました。

おはなし会の午前の部では、ちょっとした手あそびを行なったあと、 『七夕物

語』のパネルシアター（特殊な布を巻いたパネルボードの上で行なわれる人形

劇のようなもの）を行ないました。笑ってしまうような昔話ではありませんでした

が、参加した子どもたちは最後まで自分の席に座って、聞いてくれました。

大活字本（大活字図書や大活字版とも呼

ばれている）は、一般的な本よりも字が大

きい本です。また、行間なども調整されて

いるため、文字が読みづらくなった方など

におすすめです。

※出版社によって文字の種類や大きさに

違いがあります。


