
＊開館時間

平 日：午前９時３０分～午後８時００分

土・日・祝：午前９時３０分～午後５時３０分

＊休館日

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

２０１９年６月号

令和元年６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

旅人類 Ｖоｌ．０５ オホーツクあたり
吉田 類 責任編集 共同文化社

酒場詩人・吉田類が、北海道の「いま」を発信。Ｖоｌ．０５

は、オホーツクエリアを旅し、世界遺産知床、北見フードバレー、

釧網線途中下車の旅、道東の秘湯などを紹介する。

頑張りすぎるあなたのための会社を休む練習
志村 和久 著 イースト・プレス

心理面と実務面の両側から「休めない」を解決！「休みたくて

も休めない」心のメカニズムを解き明かし、「会社を休んではい

けない」というブレーキを外すと同時に、会社からの圧力を乗り

こえるための労働法等の知識を紹介。

家事は８割捨てていい
佐光 紀子 著 宝島社

良いママ・良い妻を捨てれば楽になる！「掃除はルンバのお仕

事」「家事が辛くなったら業者に頼る」「バスタオルの洗濯は週

１回」など、道具に頼り、家族と役割を分ける、家事ダイエット

術を紹介する。

超図解野菜の生育診断＆回復ワザ
『やさい畑』菜園クラブ編 家の光協会

トマト、ピーマン、エダマメ、ニンジン、ホウレンソウ…。そ

れぞれの野菜について、「順調な生育状態」と「不調のサインが

出ている状態」をイラスト・写真で紹介し、不調を脱するための

回復の手立てを解説する。

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

とめどなく囁く

桐野 夏生 著 幻冬舎

相模湾を望む超高級分譲地で、資産家の夫と暮らす早樹。前妻

を突然の病気で、前夫を海難事故で亡くしたふたりの再婚生活。

そんなある日、もう縁遠くなったはずの、前夫の母親から電話が…。
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西野　弘章

山口　謡司

木部　暢子明解方言学辞典

釣りの結び完璧ＢＯＯＫ　海釣り編

1日3分脳とのどを鍛える音読落語

平成野球３０年の３０人 石田　雄太

はじめての「白い切り絵」 平石　智美

芸術・体育・言語

長辻　象平 失敗しないラウンド術 ＥＶＥＮ

麗子さんは幽霊部員

おまえの罪を自白しろ 真保　裕一

文　　　　　　　学（文庫本）

バッドビート

ボダ子

焼跡の二十面相

転生

僕が神さまと過ごした日々 アクセル・ハッケ

心音

カゲロボ

余物語

平成と天皇 半藤　一利

すべては救済のために デニ・ムクウェゲ

見仏記　道草篇 いとう　せいこう

白星にぎり

混沌

バスは北を進む

みずすまし

せきしろ

槇　あおい

上田　秀人

藻屑蟹 赤松　利市

清水　幸

文　　　　　　　学
シーソーモンスター 伊坂　幸太郎

マジカルグランマ 柚木　麻子

美しい顔

小林　さやか

美智子

みやぎシルバーネット

同潤会代官山アパートメント

検事の信義

嘘と約束

この橋をわたって

わたし、定時で帰ります。２

アミの会（仮）

ゆりかごに聞く

キラッキラの君になるために

岡本　さとる

佐藤　愛子

伊集院　静

母のうた

超シルバー川柳

三上　延

人生は美しいことだけ憶えていればいい

一度きりの人生だから

それからの四十七士

悦な収納のすすめ 本多　さおり

パイインターナショナル

青木　正明

岩合　光昭

枻出版社ツーリングガイド北海道

平成家族

るるぶムーミンバレーパーク ＪＴＢパブリッシング

朝日新聞取材班

移民クライシス

ルポ金正恩とトランプ

井出　康博

牧野　愛博

成田　奈緒子

まさき　としか

ヘンな名前の植物

医学・家庭・工学・産業

犬飼　つな

小林　まさみ

６月 の 新 着 図 書

帰還

ブルー

大統領に告ぐ

指名手配作家

堂場　瞬一

葉真中　顕

永瀬　隼介

藤崎　翔

心理・歴史・社会

辻　真先

笹本　稜平

呉　勝浩

赤松　利市

呪護 今野　敏

あの天才がなぜ転落 玉手　義朗

知的生産術

平成の終焉 原　武史

札幌から日帰りゆったりハイキング 菅原　靖彦

出口　治明

新井　素子

朱野　帰子

木皿　泉

西尾　維新

北条　裕子

樋口　恵子

教養としての健康情報 市川　衛

前向き長持ち人間関係の知恵

科学する心 池澤　夏樹

日本の地震地図 岡田　義光

藤井　義晴

子どもが幸せになる「正しい睡眠」

乾　ルカ

力尽きレシピ

フライパンひとつで、麺

天然染料の科学

武蔵　裕子

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ねこあつめであみぐるみ

柚木　裕子

見上げてごらん、朝のネコを

バラ講座 河合　伸志

ゆる晩ごはん ＫＡＤＯＫＡＷＡ

寺西　恵里子

世界の美しい学校

まいにち冷奴

もち麦
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・ あそびうたするものこのゆびとまれ 中脇　初枝 ・ すだつきたのかわせみ 手島　圭三郎

・ あれあれあれれ つちだ　のぶこ ・ そこつ長屋 野村　たかあき

・ あのこのたからもの 種村　有希子 ・ はたけのごちそうなーんだ？くだもの すずき　もも

・ いないいないばあさん 佐々木　マキ ・ まくらからくま コジヤジコ

・ うみどりの島 寺沢　孝毅 ・ まめしば 荒井　良二

・ おかえりなさいアレックス 高林　麻里 ・ おなかがすいたよジョーンズさん！ リチャード・スキャリー

・ かずくらべ 西内　久典 ・ オレ、おおきくなるのいや デヴ・ペティ

・ おたすけトミーでばんだよ！ いしい　ひろし ・ オレ、なんにもしたくない デヴ・ペティ

・ おしりたんてい
　かいとうとねらわれたはなよめ

トロル
・ ぼくがゆびをぱちんとならして、
きみがおとなになるまえの詩集

斉藤　倫

・ おれんち、動物病院 山口　理 ・ 竜之介先生、走る！ 片野　ゆか

・ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　1～11 廣嶋　玲子 ・ 名探偵コナン紺青の拳（フィスト） 青山　剛昌

・ 大渋滞 いとう　みく ・ 物語たくさんのお月さま ジェームズ・サーバー

・ プログラミングって何？ 関　和之 ・ レジェンドカーずかん 小堀　和則

・ もうモヤモヤしない！気もちの伝え方 名越　康文 ・ らくごで故事成語笑辞典 斉藤　洋

・ 都道府県別にっぽんオニ図鑑 山崎　敬子 ・ マンガでよくわかる少年剣道 榎本　松雄

・ 本当に怖い話ＭＡＸ∞教室のいす 室秋　沙耶美 ・ たべたらうんち！ ひさかたチャイルド

・ 大友宗麟 加来　耕三 ・ チャレンジミッケ！１０ ウォルター・ウィック

じどうちしき

えほん

よみもの

とんたんイスたん
新井 洋行∥作・絵

きいろのいすのイスたんは、リズムあそびがだーいすき。パンダさんやアシカさ

んといっしょに、とんとんたんたん。きみもいっしょに、リズムあそびをやってみよう。

ねこのずかん
大森 裕子∥作

ねこのしゅるいやねこのことば、ねことなかよくなるほうほうまでのっている、ねこ

がだいすきなひとがかいたねこのずかんです。

もじもじこぶくん
小野寺 悦子∥ぶん

はずかしがりやのこぶくんはアイスクリームをかいにいきましが、もじもじしてな

かなかかうことができません。ほかのおきゃくさんにさきをこされていったとき、ぐう

ぜんアリのありいちゃんをみつけて…？



　

　　　　　　　　　
みなさんは６月１６日が「和菓子の日」ということ

を知っていましたか？一説によると疫病退散を

祈ったという嘉祥菓子（かしょうがし）の故事が

由来だとか。美味しくて縁起も良い、

和菓子を題材にした本

を読んでみませんか？

図書館の
使い方知る
１年生

「こびと」を探しに
図書館へ

は
ー
い
！

た
く
さ
ん
読
ん
で

く
だ
さ
い
ね

現在小学校と中学校で使用されている教科

書が、図書館内に展示されます。期間中は、

どなたでもご覧いただけます。ご来館の際に

はどうぞ手に取ってみてください。

期間

６月１４日（金）～６月２７日（木）

場所

図書館内新聞コーナー付近

４月２３日（火）～５月１２日（日）の子ども

読書週間中に、「こびと探し」を行いました。

館内に隠れた２０人の「こびと」を見つける

ために、多くの方が参加してくれました。

再挑戦してくれた人も多く、合計で１７７名の

参加者に楽しんでもらうことができました。

４月２５日（木）に、小学校の新１年生たちに、

図書館の使い方を学んでもらうためのオリエン

テーションを行いました。本の借り方や、返し方

を教わった児童たちは、早速好きな本を本棚

から選んで、楽しそうに借りていってくれました。

６月・７月のとしょかんおはなし会
図書館では、下記の日程で絵本など

を使ったおはなし会を行っています。

ご来館の際にはお気軽にどうぞ。

場所：図書館幼児室

おはなし会をする日 ／おはなしをする人

６月２２日（土） １４：００～／図書館

６月２９日（土） １４：００～／図書館

７月 ６日（土） １４：００～／図書館

７月１３日（土） １０：００～／おはなしきかんしゃ

今月の本棚 「和菓子」

６月３０日（日）のコミュニティプ

ラザは全施設休館となります。
※図書館の資料を返却される方は「返却

ＢＯＸ」をご利用ください。

今年度の教科書を
展示致します


