
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１２月号

令和４年１２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

あなたのまわりの「高齢さん」の本

佐藤 眞一 著 主婦と生活社

「いつも不機嫌・すぐキレる」「オレオレ詐欺に騙される」「妻

の後を追うように夫が亡くなる」「頑として運転をやめない」…。

高齢者の行動の背後にある心理を読み解くきっかけとなる、１１２

のキーワードを解説する。

中国パンダ外交史
家永 真幸 著 講談社

蔣介石の対米工作、周恩来の日中国交回復、習近平の一帯一路構

想…。パンダの価値に気付いた中国政府が国際政治にパンダを利用

し始めた過程を解説し、パンダがどのような役割を果たしているの

か考察する。

実践！はじめてのホームファイリング
長野 ゆか 著 同文舘出版

持っている情報を洗い出す、必要な情報だけにする、思考にそっ

てグループ化して順番に並べるだけ。出しやすく・戻しやすい、情

報を活かす書類管理のしくみで、ラクにキレイな状態をキープする

方法を紹介する。

ウクライナから来た少女ズラータ、１６歳の日記
ズラータ・イヴァシコワ 文・絵 世界文化ブックス

昨日までマンガと小説が大好きな普通の女子高生だったズラータ

は、母が必死で工面してくれた１６万円をもって戦火が広がる故郷

ウクライナからあこがれの日本を目指し…。日本避難に運命をかけ

た１４０日間の少女の日記。

身の回りにあるノーベル賞がよくわかる本
かきもち 著 翔泳社

ノーベル生理学・医学賞、物理学賞、化学賞の受賞者・研究成果

をイラストとともに解説する。ノーベル賞が創設される前の重要な

研究成果、未来のノーベル賞となるかもしれない研究も紹介。



柚木　麻子

麻阿と豪

沖藤　典子

宇野　常寛

上田　淳子

経塚　翼

ワタナベマキのいまどき乾物料理 ワタナベ　マキ

水生　大海

吉原と外

タサン志麻

谷村　志穂

知念　実希人

寺地　はるな

西崎　憲

原田　ひ香

うますぎッ！太らないごはん

グレーゾーンの歩き方

医学・家庭・工学・産業

御木本　あかり

高野　優

千早　茜

５５歳からの新しい食卓

濱地健三郎の呪える事件簿 有栖川　有栖

雑学で日本全史 歴史の謎研究会

女人京都 酒井　順子

人生後半、上手にくだる

信じる者は、ダマされる。 多田　文明

一田　憲子

窪　美澄

生活支援員９５

ループ・オブ・ザ・コード 荻堂　顕

「感じがいい人」の行動図鑑

シベリアのビートルズ

１２月 の 新 着 図 書

吉永　南央

井上　荒野

内館　牧子

心理・歴史・社会

東川　篤哉

山田　悠介

奥田　英朗

堂場　瞬一

松本-日本平殺人連鎖 梓　林太郎

兄弟姉妹の心理学 根本　裕幸

文　　 　学

死刑と日本人

白ﾊﾞｲ隊員交通取り締まりとほほ日記 洋吾

菊田　幸一

靴下は今夜も宙を舞う

大野　萌子

一人二役

荒野の胃袋 井上　荒野

倉阪　鬼一郎

佐伯　泰英

任侠書房 今野　敏

竹村　優希

望月　麻衣

神様たちのお伊勢参り　１２

祝い雛

満月珈琲店の星詠み　４

糸賀　盛人

水上　麻由子

芸術・体育・言語

へとへとパン

新・日本懐かし自販機大全

だから集落営農が必要だ

有元葉子の冷凍術 有元　葉子

日本ヴォーグ社

収納上手のインテリア押入れ

野菜のおかず事典

セーターの編み方ハンドブック

成美堂出版編集部

キャンプ

毎日が発見

白崎　裕子

DIYでキャンピングカーを作る

この人と、一緒にいるって決めたなら

文　　 　学（文庫本）

リバー

小さき王たち　第３部

仕掛島

真夜中の密室 ジェフリー・ディーヴァー

河崎　秋子

ポケット詩集　４ 田中　和雄

烏の緑羽

サブスクの子と呼ばれて

薔薇色に染まる頃

小説家の一日

水底のスピカ

老害の人

清浄島

夏日狂想

過怠

機械仕掛けの太陽

しろがねの葉

川のほとりに立つ者は

本の幽霊

老人ホテル

女の敵には向かない職業

やっかいな食卓

「父の支配」を乗り越えた時

阿部　智里

中島　要

諸田　玲子

砂漠と異人たち

とりあえずお湯わかせ

「神様」のいる家で育ちました 菊池　真理子

みおりん

多田　麻美

乾　ルカ

ぎすじ　みちオキナワノスタルジックタウン

藤井　聡太

山口　謠司なんでもない一日の辞典

おうち茶道のすすめ

藤井聡太の将棋入門

めでる張り子 アトリエおはよう

はじめまして農民美術 宮村　真一

ハピネス ティナ・ターナー

中学生のおうちノート術

即効！耳ほぐし 松岡　佳余子

８０代から認知症はフツー 和田　秀樹

成沢　真介

HSP！最高のトリセツ

魚谷　祐介



● ポッポーきかんしゃゆきさんぽ とよた　かずひこ ● ぶるばびぶーん ささき　しゅん

● いちごサンタ 大塚　健太 ● ポレポレゆきのなか たしろ　ちさと

● おすしがふくをかいにきた 田中　達也 ● サンタさんのぼうしどこいった？ エマニュエル・レ

● 月夜の晩のとおり雨 大野　隆介 ● きょうはふっくらにくまんのひ メリッサ・イワイ

● てんじもよー いど　ともこ ● なんなんなん？ マック・バーネット

● にわか魔女のタマユラさん 伊藤　充子 ● 保護ねこ活動ねこかつ！ 高橋　うらら

● ２５センチの恋とヒミツ 神戸　遙真 おばけたまごはチョーきけん！ むらい　かよ

● 星空としょかんのジュリエット 小手鞠　るい ● なりたいわたし 村上　しいこ

● ドラゴン超絶バトル大図鑑 村上　健司 ● 動物の赤ちゃん マーフ・デラノ

● スタジオジブリのヒロインがいっぱい スタジオジブリ ● きみを変える５０の名言　３期〔１〕 佐久間　博

●
トムとジェリーのまちがいさがし
フシギな生きものの世界

河出書房新社 ●
マンガでわかる！REGATEドリブル
塾が教える超少年サッカー講座

タクヤ

ようじえほん

えほん

じどうちしき

よみもの

ポコポコクリスマスクッキー
さかい さちえ∥作 教育画劇

ポコポコとありさんは、プレゼントのはこをもってきつねくんのおうちにやってき

ました。おともだちみんなでクッキーをもちよって、クリスマスパーティーをひらくの

です。みんなはどんなクッキーをもってきたのかな?

０さい～３さい脳そだて おさかなちゃんとあ～そ～ぼ！
茂木健一郎∥監修，ヒド・ファン・ヘネヒテン∥絵，古藤ゆず∥企画・構成 Gakken

「おさかなちゃんのおなまえよぼう」「あわをゆびでかぞえちゃうよ」「おさかなちゃ

ん、どこ～？」…。おへんじ、まねっこ、かぞえる、いろなどの、のう（脳）をそだてる

あそびいっぱいの「おさなかちゃん」のえほん。

この本はよまれるのがきらい
ダビット・サンデン∥作，青山南∥訳 すばる舎

こどもがおとなによんでほしいとたのんだほん。それはひとによまれるのがきら

いなほんでした。じをよめなくしたり、わけのわからないことばをならべたり…。そん

なほんをさいごまでよむことはできるのでしょうか？



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 ㉛

12月

2023年1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。）

※年末年始の日にちにご注意ください

１２月のとしょかんおはなし会

日時 １２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。

📚 １２月と１月のお休み📚 今月の本棚

「サッカー」
今月は、“FIFAワールドカップカタール

2022”で注目を集めている「サッカー」

に関する本を揃えてみました。基礎は

もちろん、プレー上達につながりそうな

本もあります！

今年度から、コミュニティプラザ（図書館・子育て支援センター）の年末年始

休館日が従来と異なります。ご来館の際は、ご注意ください。

【図書館のお休み】

２０２２年１２月２９日（木）～２０２３年１月４日（水）

【子育て支援センターのお休み】

２０２２年１２月３０日（金）～２０２３年１月４日（水）

休館中に本を返却される方へ

休館中の本の返却は、正面玄関の向かって右手側（少し

奥の方）にある、「返却ＢＯＸ」へお願いいたします。

また、損傷を避けるために、１冊ずつ入れるようご協力を

お願いいたします。

※ほかの図書館から借りている本の場合は、貴重本のた

め、お手数をおかけしますが開館日に「直接」カウンターへ

返却をお願いいたします。


