
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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１１月号

令和４年１１月９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

女女問題のトリセツ

黒川 伊保子 編著 SBクリエイティブ

自分より美しい相手にイラつく、自分よりも劣っている相手にイ

ラつく、マウントしてくる相手にイラつく、使えない相手にイラつ

く…。女同士の人間関係を脳科学で解明し、その対処法を具体的に

伝える。

日本人が知らない世界の祝祭日事典
斗鬼 正一 著 淡交社

時間の裂け目をやり過ごすインドネシアのニュピ、いつの世も猫

には幸せでいてほしいベルギーの猫祭り…。文化人類学者が、日本

人の知らない世界の祝祭日と、その国・地域の文化や歴史、価値観

などを紹介する。

奇跡の小売り王国「北海道企業」はなぜ強いのか
浜中 淳 著 講談社

ニトリ、ＤＣＭ、ツルハドラッグなど、北の大地から小売り業界

を席巻するトップ企業が続々と誕生した。「小売り不毛の地」と言

われた北海道から全国制覇を目指した、熱き経営者たちの挑戦を紹

介する。

ハヤブサ消防団
池井戸 潤 著 集英社

亡き父の故郷である「ハヤブサ地区」に移り住んだミステリ作家

の三馬太郎。地元の人の誘いで消防団入りした太郎を、連続放火事

件が待ち受けていた。のどかな集落に隠された真実とは…。

炭水化物の摂り方・選び方パーフェクト事典
竹並 恵里 監修 ナツメ社

各栄養素の働きや炭水化物に関連する生理学的メカニズム、炭水

化物を含むさまざまな食品の特徴などを解説。現代人が陥りやすい

炭水化物の問題点にも言及する。



おっぱい２つとってみた

全国有料老人ﾎｰﾑ協会

日本財団遺贈寄付ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

草思社編集部

首取物語

素晴らしき国

きょこ

志賀　貢

体にいい食材帳 齋藤　菜々子

西條　奈加

出てこい海のオバケたち

角川ｱｽｷｰ総合研究所

劇団ひとり

夏川　草介

古内　一絵

泉　ゆたか

梶　よう子

病院にかかるお金がありません！

まるごとしまえなが

医学・家庭・工学・産業

小路　幸也

中野　信子

早見　和真

マンガＡＰＤ/ＬｉＤって何！？

ｉｎｖｅｒｔ　２ 相沢　沙呼

歴史をこじらせた女たち 篠　綾子

エリザベス女王 日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ

世代の昭和史

彼女たちは、なぜ、死を選んだのか? 川嶋　康男

保阪　正康

介護者D

浅草ルンタッタ

レッドゾーン

河崎　秋子

きまぐれな夜食カフェ

我、鉄路を拓かん

竹之内　幸子

地図と拳 小川　哲

介活入門

専門家の大罪

１１月 の 新 着 図 書

レッドクローバー

いけない　２

＃真相をお話しします

たとえば、葡萄

まさき　としか

道尾　秀介

大島　真寿美

心理・歴史・社会

南原　詠

乃南　アサ

小野　不由美

雫井　脩介

ペットショップ無惨 石田　衣良

弘兼流６０歳からの手ぶら人生 弘兼　憲史

文　　　　　　　学

死に方がわからない

メガバンク銀行員ぐだぐだ日記 目黒　冬弥

門賀　美央子

うちの子、なんか変！？

牛越　博文

本日のメニューは。

勘定侍柳生真剣勝負　６ 上田　秀人

支倉　凍砂

行成　薫

セピア色の回想録 赤川　次郎

鏑木　蓮

友井　羊

見えない階

狼と羊皮紙　８

放課後レシピで謎解きを

窪田　新之助

土肥　美帆

芸術・体育・言語

南部しず子の新・漬物１６０

そのとき、日本は何人養える？

農協の闇

有元葉子　豆 有元　葉子

伊藤　理佐

アップサイクル・ノート

きのこあったら、これつくろ！

けっきょく！女のはしょり道

グラフィック社編集部

彦根　愛

オレンジページ

南部　しず子

手織りの教科書

ラーメンWalker北海道　2023

文　　　　　　　学（文庫本）

営繕かるかや怪異譚　その３

クロコダイル・ティアーズ

ストロベリー戦争

家裁調査官・庵原かのん

あなたの教室 レティシア・コロンバニ

新！店長がバカすぎて

れんげ出合茶屋

小川　洋子

アンネの日記 小川　洋子

湊かなえのことば結び

掌に眠る舞台

シルバー川柳　１２

湊　かなえ

椎名　誠

阿久津　友紀

ゆいごん川柳

作家の老い方

文豪の風景　新装版 高橋　敏夫

読書猿　他

池田　清彦

結城　真一郎

福島　香織台湾に何が起きているのか

　佐々木　クリス

津村　記久子苦手から始める作文教室

みんなケンジを好きになる

ＮＢＡバスケ超分析

川崎誠二のちいさな木彫り 川崎　誠二

世界遺産ミステリー 笠倉出版社

人生最大の失敗 野原　広子

独学の教室

日本の自然風景ワンダーランド 小泉　武栄

科学のカタチ 養老　孟司

山本　光一

人生がうまくいく脳の使い方

篠原　信



● もぐもぐがじがじ 中野　明美 ● ぴーぴーばっくしまーす 片山　健

● タオルちゃん 室井　滋 ●
さわってたのしいレリーフブック
おかしのどうぶつえん

村山　純子

● なにになれちゃう？ チョーヒカル ● ふっと・・・ 内田　麟太郎

●
パンどろぼう
おにぎりぼうやのたびだち

柴田　ケイコ ●
モモンガのはいたつやさん
もりのいたずらっこ

ふくざわ　ゆみこ

● ピカチュウとよるのたんけん まつお　りかこ ● リスタクシー もとやす　けいじ

● おばけとしょかん　２ 斉藤　洋 ● ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１８ 廣嶋　玲子

●
もちもち♥ぱんだ もちぱんとトキメキ
スキー教室もちっとストーリーブック

たかはし　みか ● 天国の犬ものがたり　待ち人 堀田　敦子

● はっけよい、子ガッパ！ 中山　聖子 ● 怪狩り　巻ノ７ 佐東　みどり

● だいどころのたね ひさかたチャイルド ● しゅっぱつ！レゴのくるま 鴨志田　恵

● みんなえがおになれますように うい ● おいでよ！レゴのいえ 水島　ぱぎい

● こころのパス 中村　憲剛 ●
１２歳までに身につけたい
かしこくなる読書の超きほん

赤木　かん子

ようじえほん

えほん

じどうちしき

よみもの

てあらイーモうがイーモ
わたなべ あや∥絵，きだに やすのり∥文 ひかりのくに

そとであそんで、おうちにかえってきた、さつまいもちゃん、じゃがいもちゃん、さ

といもくん。さあ、みんなでいっしょに、てをあらイーモ、うがイーモするよ！たのし

くてあらい、うがいのしゅうかんをみにつけられるえほん。

ちいさいおねえちゃん
いとう みく∥作，えがしら みちこ∥絵 岩崎書店

とっこちゃんはママがだいすき。でもおとうとのたいちゃんがうまれてから、ママ

はずっとたいちゃんのおせわをしています。とっこちゃんがあかちゃんのまねをす

るようになったあるひ、ママが「ふたりでおでかけしない？」といって…。

けいさつのずかん
山田 タクヒロ∥絵，志保澤 利一郎∥監修 学研プラス

くらしのあんぜんとあんしんをまもるけいさつは、どんなしごとなのかな？けいさ

つかんのいちにちから、いがいとしらないけいさつのあれこれを、たくさんしょうか

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

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

📚 図書館の年末年始のお知らせ 📚

図書館は12月29日（木）から翌年の1月4日（水）までお休みです。

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

12月

１１月のとしょかんおはなし会

日時 １１月２６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。

📚 １１月と１２月のお休み📚
今月の本棚

「あみぐるみ」

第８回小清水町児童生徒

文芸作品コンクール
応募期間 １１月１日（火）～１１月２９日（火）まで
募集作品 【短文部門】 俳句の部／川柳の部／短歌の部

【長文部門】 詩 の 部／随筆の部／読書感想文の部

【文学部門】 童話の部／小説の部

応募場所 町立小清水図書館・小清水小学校・小清水中学校

応募資格 小清水町内の小学生・中学生

除籍本無料配布 図書館で所蔵しなくなった本を、無料で配布いたします。

１１月１０日（木）～１１月２９日（火）
来館の際は、新型コロナウイルス感染拡大予防にご協力をお願いいたします。

主 催 有限会社さが井商店 町立小清水図書館

後 援 小清水町教育委員会

協 力 小清水小学校・中学校

問 合 せ 町立小清水図書館（☎62-2165）

今月はあみぐるみ（毛糸などで編んだぬい

ぐるみ）の本を集めてみました。ころんと小

さく可愛いものから、ぎゅっとしたくなる少し

大きいサイズまであります。


