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火曜日～日曜日：午前９時３０分～午後６時

＊休館日

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

図解まるわかりＮＦＴのしくみ

大和総研フロンティア研究開発センター 著 翔泳社

ＮＦＴを体系的に理解できるよう、技術のしくみや課題、各業界

におけるユースケース、関連する法規制、今後の展望まで、見開き

で１つのテーマを取り上げて図解する。ビジネスにおける活用例も

紹介。

奇跡の対話
宇梶 静江 鮫島 純子 著 藤原書店

渋沢栄一の孫として東京に生まれた鮫島純子と、北海道のアイヌ

集落に生まれた宇梶静江。ともに結婚と子育てを経験し、“女性と

して”“人間を超えた力に生かされている”ことに感謝する2人の

生きる力あふれる対話。

〈メンタルモンスター〉になる。
長友 佑都 著 幻冬舎

重圧をエネルギーに変えれば、人生が変わる！長友佑都が、激動

のサッカー人生を振り返りながら、ネガティブをポジティブに変換

するメンタルタフネスの極意を綴る。

寿命が尽きるか、金が尽きるか、それが問題だ
こかじ さら 著 WAＶＥ出版

わがまま、逆ギレ、能天気、人任せ。彼らには一般常識も理屈も通

用せず…。９０代の両親と、８９歳の叔父叔母夫婦、４人の介護から

解放される日を、指折り数えながら奮闘する日々を綴ったエッセイ。

日本に住んでる世界のひと
金井 真紀 文・絵 大和書房

上野公園のチェリスト、カリブ海から来た語学の達人、ジェノサ

イドを経験した国の大使…。日本で暮らしている外国人１８組２０

人にのんびりじっくり聞いた、カラーフルな物語を綴る。



姜　尚中

馬上の星

斉藤　倫

内田　麟太郎

おもみいたします

植木　もも子

平野　顕子

野菜がおいしい手間なしおかず 瀬尾　幸子

よしもと　ばなな

貸本屋おせん

東海林　さだお

川のほとりに立つ者は

吹上奇譚　第４話

大山　淳子

小手鞠　るい

島本　理生

寺地　はるな

ウクライナの家庭料理

筋肉ががんを防ぐ。

医学・家庭・工学・産業

あさの　あつこ

鎌田　實

恩田　陸

身近な素材でつくるかんたん養生酒

変な絵 雨穴

琉球・沖縄を知る図鑑 田名　真之

天路の旅人 沢木　耕太郎

老害の壁

新宗教と政治と金 島田　裕巳

和田　秀樹

ひとり旅日和　４

月の立つ林で

犬小屋アットホーム！

秋川　滝美

乱れる海よ

坂本　貴志

連鎖 黒川　博行

「友だち」から自由になる

温泉百名山

下重　暁子

１月 の 新 着 図 書

任務

さっちゃんは、なぜ死んだのか？

サブスクの子と呼ばれて

教誨

松本　清張

真梨　幸子

柚月　裕子

心理・歴史・社会

佐藤　青南

柴田　哲孝

今野　敏

佐々木　譲

黒石 大沢　在昌

哲学の門前 吉川　浩満

文　　　　　　　学

ゼレンスキーの真実

バカと無知 橘　玲

レジス・ジャンテ

ほんとうの定年後

石田　光規

大江戸科学捜査八丁堀のおゆう　９

文豪たちが書いた酒の名作短編集 彩図社文芸部

古川　智映子

山本　巧次

玉の輿猫 泉　ゆたか

井原　忠政

坂岡　真

馬廻役仁義

家康の養女満天姫の戦い

理不尽なり

山下　義

風間　八宏

芸術・体育・言語

満月珈琲店のレシピ帖

図書館司書32人が選んだ犬の本棚

キッチンカ―ビジネスのすべて

ビーツ！ビーツ！ビーツ！ 山崎　志保

日本ハウスクリーニング協会

未来の乗り物図鑑

とんでもないお菓子作り

新！掃除の解剖図鑑

スーツ

農文協

江口　和明

桜田　千尋

農家が教えるイモのビックリ栽培

町中華の丸かじり

秋麗

闇の聖域

犬を盗む

ブレイクスルー

老神介護 劉　慈欣

なんとかしなくちゃ。　青雲編

憐憫

米澤　穂信

成熟スイッチ 林　真理子

チンギス紀　１５

栞と嘘の季節

ポエトリー・ドッグス

北方　謙三

高瀬　乃一

宮城谷　昌光

詩３０３Ｐ

生きる意味

こりずにわるい食べもの 千早　茜

青山　美智子

飯出　敏夫

山田　悠介

三木　幸治迷える東欧

宮本　ゆみ子

平松　里英好感を持たれる英語表現

サッカー外す解剖図鑑

がんばらない敬語

ｱｲﾇﾓｼﾘ　ｵｵｶﾐが見た北海道 水越　武

やさしいクレパス画 米津　祐介

歌舞伎の解剖図鑑　最新版 辻　和子

老人をなめるな

苦しいとき脳に効く動物行動学 小林　朋道

二十四節気の暦使い暮らし 櫻井　大典

石黒　成治

奇跡の鎌田式ウォーキング

高野　一枝

文　　　　　　　学（文庫本）



● かぼちゃスープのおふろ  柴田 ケイコ ● ねずみくんだーれだ？ なかえ　よしを

● 交通安全大王   よしなが こうたく ● マローネとつくるクッキー 刀根 里衣

● すいどう 百木 一朗 ● ラッキーカレー   シゲタ サヤカ

●
だがし屋のおっちゃんは
おばちゃんなのか? 

多屋 光孫 ● すきなものがちがうけど  リンダ・アシュマン

● 6年1組黒魔女さんが通る!!　18 石崎 洋司 ● あやし、おそろし、天獄園   廣嶋 玲子

● むかしむかし　５ 内田 麟太郎 ● わたしたちの歌をうたって 堀 直子

● おばけのアッチ チとキがいない!   角野 栄子 ● 勇気を出して、はじめの一歩   本田 有明

● きゅん恋♥あこがれ両想い   神戸 遙真 ● ストレンジ・ワールドもうひとつの世界  エリン・ファリガンド

● ドラえもん探究ワールド本の歴史と未来  藤子・F・不二雄 ● ミラクルきょうふ!意味がわかると怖いストーリー  朔月 糸

● パンダのずかん  今泉 忠明 ● 大迫力!戦慄の都市伝説大百科   朝里 樹

● 日本のスゴイいきもの図鑑   加藤 英明 ● じぶんでよめるでんしゃずかん 成美堂出版編集部

● ゆるゆる昆虫図鑑   さの かける ● じぶんでよめるのりものずかん   成美堂出版編集部

えほん

じどうちしき

よみもの

うさぎのモニカのケーキ屋さん ハッピーバースデイ
小手鞠 るい∥さく，たかす かずみ∥え 講談社

「モニカのケーキやさん」では、うさぎのモニカさんがまいにちだれかのバース

デーケーキをつくっています。でも、モニカさんのおたんじょうびにはなにをあげ

る？ みんながこまっていると…。

あなうめえほん サトシくんのふしぎないちにち
ARuFa∥さく，南波 タケ∥え ＰＨＰ研究所

ばんごはんのざいりょうをかってくることになったサトシくん。メモには「〇〇〇、

△△△、□□□」とかかれていて…。マークに入れたいことばをかんがえてからお

はなしをよんでみよう。よむたびにおはなしがかわるふしぎなえほん。

のりもののーせてのせて
三浦 太郎∥作 講談社

「のーせてのせて」といろんなくるまがやってきます。トラック、きかんしゃ、ひこう

き、カーキャリアに、つぎつぎとくるまがのって…！？



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

2023年1月

２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。）

１月のとしょかんおはなし会

日時 １月２８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。

📚 １月と２月のお休み📚 今月の本棚

「戦国武将」
２０２３年に放送される、大河ドラマの主人

公・徳川家康を中心に、豊臣秀吉や真田幸

村、石田三成など”戦国武将”について書

かれた本を集めてみました。

補助道具貸出してます！
昨年の読書週間の期間中に展示していた、読書補助道具の「リーディングトラッカー」と

「リーディングルーペ」は、本と一緒に借りることができます。

新年の御挨拶を申し上げます
旧年中は、町民の皆様から多くのご利用を賜り、心より御礼申し上げます。

本年も、皆様に図書館を快適に御利用いただけるように取り組んで参ります。

今後とも、町立小清水図書館をよろしくお願い申し上げます。

町立小清水図書館

● リーディングルーペ

文字を２倍に拡大してくれます。色がついて

いるので、読んでいる行もわかりやすくなっ

ています。

（黄・緑色の２種類あります）

● リーディングトラッカー

読みたい行にあてると色が変わります。

集中して読みたい方や、黄斑変性などの

視聴覚障害を持つ方のサポートをします。

（透明・桃・黄・緑・橙の５種類あります）

※どちらも館内利用も可能です。

使いたい方、借りたい方は、お気軽に職員にお声がけください。


