
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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２９日～１月４日)

MAIL:koshimizutosyokan@angel.ocn.ne.jp

２０２２年１０月号

令和４年１０月１２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

ほっかいどう図書館物語

藤島 隆 著 中西出版

北海道の図書館史をまとめる。「北海道図書館史年表」を基礎と

して、一つひとつの事柄をできるだけ多くの史料に基づいて辿り、

明治・大正期北海道図書館の全貌を明らかにする。

アイヌのことを考えながら北海道を歩いてみた
カベルナリア吉田 著 ユサブル

アイヌと北海道開拓の歴史とは。アイヌと和人、交流と衝突の歴

史とは―。旅作家・カベルナリア吉田がアイヌとは何かを求めて北

海道中を歩いてまわり、実際に見て感じたアイヌの過去と現在を伝

える。写真も多数掲載。

日本が飢える！
山下 一仁 著 幻冬舎

人口増加や気候変動による世界的な食糧不足。長きにわたる減反

政策でコメの生産が減り、余剰も備蓄もない日本。軍事危機で海上

交通路を破壊されたとき、国はどうやって食料を供給するのか？

元農林水産省官僚による緊急警告。

その本は
又吉 直樹 ヨシタケ シンスケ 著 ポプラ社

本の好きな王様が、２人の男を城に呼び、「世界中をまわって

「めずらしい本」の話を聞いてきてくれ」と言った。旅に出た２人

の男は…。又吉直樹とヨシタケシンスケによる、笑えて泣けて胸を

打たれる、本にまつわる物語。

プチプラで「地震に強い部屋づくり」
辻 直美 著 扶桑社

震度６からものは凶器に変わる。プチプラアイテムを使った地震

に強い部屋の作り方を具体的に解説。ものを増やさずに災害に備え

る極意や、リスクを減らす片づけ方なども紹介する。備蓄品チェッ

クリストなども掲載。



空を駆ける

朝井　リョウ

井上　ひさし

谷川　俊太郎

ウクライナにいたら戦争が始まった

あくてえ

宝島社

泉　さくら

平野レミのオールスターレシピ 平野　レミ

松岡　圭祐

乱鴉の空

アイスマン福留

住野　よる

知念　実希人

凪良　ゆう

原田　ひ香

古内　一絵

ドクターのこだわり健康ライフ

散歩が楽しくなる野鳥手帳

医学・家庭・工学・産業

山下　紘加

高田　明和

長月　天音

体の不調を整える。

三世代探偵団　４ 赤川　次郎

ぼくらの戦争なんだぜ 高橋　源一郎

るるぶ縄文 JTBパブリッシング

もっと早く言ってよ。

気にしない習慣 内藤　誼人

一田　憲子

家庭用安心坑夫

腹を割ったら血が出るだけさ

祈りのカルテ　２

小砂川　チト

汝、星のごとく

マカン・マラン

石井　光太

台湾侵攻　６ 大石　英司

あなたはどこで死にたいですか？

ロシア点描

１０月 の 新 着 図 書

嘘つきジェンガ

ＳＬやまぐち号殺人事件

終活中毒

見つけたいのは、光。

辻村　深月

西村　京太郎

飛鳥井　千砂

心理・歴史・社会

佐々木　譲

酒本　歩

小野寺　史宜

今野　敏

京都・化野殺人怪路 梓　林太郎

辛酸なめ子、スピ旅に出る 辛酸　なめ子

文　　　　　　　学

どうして男はそうなんだろうか会議

老いの玉手箱 樋口　恵子

澁谷　知美

ルポ誰が国語力を殺すのか

小島　美里

気づきの先へ

山のごはん 沢野　ひとし

佐々木　裕一

吉本　ばなな

珈琲店タレーランの事件簿　8 岡崎　琢磨

井川　香四郎

佐伯　泰英

与太郎侍

新・浪人若さま新見左近　１１

名乗らじ

岩合　光昭

栗山　祐哉

芸術・体育・言語

日本ご当地アイス大全

けなげな野菜図鑑

岩合光昭の日本ネコ歩き

酸っぱくないお酢料理レモン料理 藤井　恵

ぴあ

古着で作るぬいぐるみ

ムダゼロ献立

ごはん作りの絶望に寄り添うレシピ

森のカフェと緑のレストラン

金森　美也子

フローリスト編集部

本多　理恵子

武蔵　裕子

ドライフラワーデザイン図鑑200

文　　　　　　　学（文庫本）

レジデンス

マル暴ディーヴァ

裂けた明日

ロスト・ドッグ

孤独の教え ヘンリー・D．ソロー

ほどなく、お別れです　３

財布は踊る

小池　真理子

僕は「脱北YouTuber」 キム・ヨセフ

嫌いなら呼ぶなよ

アナベル・リイ

そして誰もゆとらなくなった

綿矢　りさ

あさの　あつこ

梶　よう子

まるまる徹夜で読み通す

となりの谷川俊太郎

宮沢賢治詩集 宮沢　賢治

黒川　伊保子

小泉　悠

秋吉　理香子

養老　孟司年寄りは本気だ

つり人社北海道支社

西川　清史にゃんこ四字熟語辞典

疲れない山歩きの技術

北海道海ルアー白書　船釣り編

高倉健 春日　太一

とびだせ！長谷川義史 長谷川　義史

阿川佐和子のこの噺家に会いたい 阿川　佐和子

思春期のトリセツ

すばらしき宇宙の図鑑 野口　聡一

きらわれ虫の真実 谷本　雄治

本山　賢司

HSPと家族関係

稲垣　栄洋



● ● アンパンマンとらんぼうや やなせ　たかし

● アニマルランド オームラ　トモコ ● ぶどうおいしくなーれ 矢野　アケミ

● これ、なーんだ？ 今井　しのぶ ● リモコン 新井　洋行

● なぞなぞでおばけやしきたんけん 石津　ちひろ ● わんぱくだんのバスごっこ ゆきの　ゆみこ

● パンしろくま 柴田　ケイコ ● キーウの月 ジャンニ・ロダーリ

● いるの？ノコナロくん 黒　史郎 ● SNS100物語　赤い望み にかいどう　青

● まちのおばけずかん　ハイ！ 斉藤　洋 ● ガリレオの事件簿　１ 東野　圭吾

● やまの動物病院 なかがわ　ちひろ ● あなたの恋をかなえます♡ダーク みずの　まい

● さすがさがすさ 伊藤　文人 ● せつない！いきものの死に方図鑑 今泉　忠明

● ゾロリパーティー ポプラ社 ●

● 図書館たんけん　１ 藤田　利江 ●
ガチャピン・ムックといっしょに
　　　　作って学ぶはじめての防災

国崎　信江

星のカービィコピー能力４コマ大図鑑　ダイナミック太郎

ようじえほん

トイレのなか、みせてみせて！　ヒド・ファン・ヘネヒテン

えほん

じどうちしき

よみもの

あいうえオノマトペぱぴぷぺぽいっと!
石上志保∥文 河出書房新社

ぴかっ、ちょきちょき、ぎゅっぎゅ、ぶっぶー…。ついマネしたくなるひびきと、た

のしいえがいっぱい。ことばのせかいとひらがなへのきょうみをひろげる、ことば

のほん。

わたしがいじわるオオカミになった日
アメリ・ジャヴォー∥ぶん，アニック・マソン∥え パイインターナショナル

いじめっこからのいやがらせにたえていた、わたし。でも、あるひいじめのター

ゲットがべつのこにうつり…。いじめがおきたとき、ほんにんやまわりのこども、おと

なたちがどのようにこうどうすれば、いじめをやめさせられるのかをつたえるえほ

ん。

タイピングにやくだつはじめてのローマ字 １・２
大門久美子∥編著，小泉清華∥監修 汐文社

アルファベットの大文字（おおもじ）や小文字（こもじ）、「あ」から「ん」までのロー

マ字（じ）のかきかたを、イラストやしゃしんをつかってやさしくせつめいします。



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

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。）

11月

読書週間は図書館へ行こう！
下記の期間中、子ども向けのおすすめ本や、本を読むのが大変になって読書から

ちょっと距離が離れてしまった方向けに、読書をサポートする道具などを展示します。

また、本の種類・冊数問わず、期間中に図書館で本を借りてくれた方には、プレゼント

を差し上げます。

【期間】１０月２７日（木）～１１月９日（水）
※プレゼントはお1人１回限りとさせていただき、なくなり次第終了いたします。

※新型コロナウイルス予防のため、混雑を避けてご利用ください。

【対象】幼児から一般まで

１０月のとしょかんおはなし会

日時 １０月２９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。

📚 １０月と１１月のお休み📚 今月の本棚

「音楽の秋～楽器編～」

“○○の秋”といえば、

皆さんはどんな秋を想像しますか？

今月は“音楽の秋”から、

楽器に関する本に

焦点を当ててみました。

【読書週間の歴史】
終戦まもない１９４７年（昭和２２）年、まだ戦火の傷痕が至るところに残っているなかで「読書の力によって、

平和な文化国家を作ろう」という決意のもと、出版社・取次会社・書店と公共図書館、そして新聞・放送のマス

コミ機関も加わって、１１月１７日から、第１回『読書週間』が開催されました。 そのときの反響はすばらしく、

翌年の第２回からは期間も１０月２７日～１１月９日（文化の日を中心にした２週間）と定められ、この運動は

全国に拡がっていきました。

（『公益社団法人読書推進運動協議会』ホームページより抜粋）


