
＊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７月号

令和元年７月１０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

知らずにやっているネットの危ない習慣
吉岡 豊 著 青春出版社

フィッシング詐欺、アカウント乗っ取り、ファイル共有、アフィ

リエイト、スマホ依存…。ネットでよくあるさまざまな危険につい

て、注意点や回避方法を誰にでも理解できるような表現を使ってわ

かりやすく解説する。

動物たちの青春白書
ワクサカ ソウヘイ 著述 枻出版社

イルカ、アホウドリ、ニホンザル、セミ…。大人の階段を上る

途中の踊り場で、彼らはいったいどんな姿を見せているのか。

中間期の生き物たちの、青春ドラマを紹介する。動物行動学者

・小林朋道によるミニ解説付き。

満腹の情景
木村 聡 文・写真 花伝社

われわれは今、「食べる」という営みのためにどんな景観を作

り出しているのか。原発事故等に翻弄される伝統の現場から最新

の植物工場まで、日本の新しい“食の情景”を見つめたフォトエ

ッセイ。

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

みらいめがね

荻上 チキ ヨシタケ シンスケ 著 暮しの手帖社

めがねを掛け替えれば、生活の見え方はぐんと変わる。日常と、

世の中から呪いを解いていく、荻上チキとヨシタケシンスケの新

感覚エッセイ。

プラスチック・フリー生活
シャンタル・プラモンドン ジェイ・シンハ 著 NHK出版

使い続けても本当に安全！？１５種類のプラスチックを添加さ

れている化学物質とともに徹底解説し、プラスチックの日用品を

８割近く減らす簡単な行動や様々な代替品について紹介する。

〈プラスチック・フリー生活〉の入門ガイド。
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最速お腹やせレシピ

農家ごはんと旬野菜レシピ

札幌の路面電車１００年

枝元　なほみ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ときめく１０分スイーツ

綾小路　きみまろ

草取りにワザあり！

病害虫に効く自然農薬 学研プラス

夏めし１００ 高橋　雅子

若山　曜子

６０歳からのおしゃれのコツ

親が喜ぶ作りおきごはん

ちくわ・はんぺん使いきり！

中島　京子

天野　純希

森山　光太郎

諸田　玲子

薬丸　岳

藤村　久和

上野絶滅動物園 武藤　健二

アイヌのごはん

がん免疫療法とは何か 本庶　佑

共感障害 黒川　伊保子

金井　真紀

池の水ぜんぶ“は”抜くな！

あさの　あつこ

７月 の 新 着 図 書

マチのお気楽料理教室

あずかりやさん　３

あなたの右手は蜂蜜の香り

彼女たちの場合は

秋川　滝美

大山　淳子

片岡　翔

江國　香織

心理・歴史・社会

ドリアン助川

久間　十義

真梨　幸子

澤田　展人

刑事の慟哭 下村　敦史

年齢は捨てなさい 下重　暁子

「空気」を読んでも従わない

帰ってきた日々ごはん　５ 高山　なおみ

昨日も世界のどこかでひとりっぷ　３ ひとりっP

鴻上　尚史

孤独という道づれ

女と男の絶妙な話。

収納の解決法　THE　BEST 扶桑社

中山　庸子

北海道新聞社

西尾　剛

北海道新聞社イチから分かる北方領土

シニアのための防災手帖

河合雅司の未来の透視図 河合　雅司

三平　洵

定年夫婦のトリセツ

どうしてますか？手づかみ食べ

黒川　伊保子

山崎　祥子

池田　清彦

川村　元気

虫ぎらいはなおるかな？

医学・家庭・工学・産業

藤井　恵

今泉　久美

文　　　　　　　学
動乱の刑事 堂場　瞬一

ざんねんな食べ物事典 東海林　さだお

蒼色の大地

曽野　綾子

岡野　雄一

さの　かずや

平安ガールフレンズ

きみまろ「夫婦川柳」傑作選　３

椿宿の辺りに

夢見る帝国図書館

もののふの国

梨木　香歩

百花

介護の流儀

伊集院　静

林　真理子

岸　惠子

ペコロスの母に会いに行く　続

田舎の未来

酒井　順子

女はいつも四十雀

新・浪人若さま新見左近　３

入り婿侍商い帖　外伝青葉の季節

日の昇る国へ

弁当屋さんのおもてなし　５

佐伯　泰英

佐々木　裕一

千野　隆司

ヒト夜の永い夢 柴田　勝家

富樫　倫太郎

芸術・体育・言語

喜多　みどり 日本懐かし駄玩具大全 堤　哲哉

ブレイクアウト

悪の五輪 月村　了衛

文　　　　　　　学（文庫本）

初恋さがし

ンブフルの丘

水辺のブッダ

限界病院

図書館司書と不死の猫 リン・トラス

鬼を待つ

火神子

旅は道づれきりきり舞い

松本ぷりっつの夫婦漫才旅 松本　ぷりっつ

現代湯治全国泉質別温泉ガイド 日本温泉科学会

僕が夫に出会うまで 七崎　良輔

寒川　一

栗山　英樹

村上　春樹本当の翻訳の話をしよう

たのしく防災！はじめてのキャンプ

野球が教えてくれたこと

チックタック～約束の時計台～ にしの　あきひろ

セミ ショーン・タン
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・ はるとあき 斉藤　倫 ・ ゴートンさんのじゃがいも 柿田　ゆかり

・ 生きているのはなぜだろう 池谷　裕二 ・ しょうがっこうがだいすき うい

・ おばけおばけおばけ！！ おざわ　よしひさ ・ みず てづか　あけみ

・ かわうそモグ 小森　香折 ・ もしもだるまにであったら 山田　マチ

・ ９９９ひきのきょうだいのほしをさがしに 木村　研 ・ ほんとにぜったいあけちゃダメッ！！ アンディ・リー

・ くぬぎのもりのりすのがっこう ふくざわ　ゆみこ ・ マンマルさん マック・バーネット

・ もりのともだち、ひみつのともだち 原　京子 ・ こんどこそは名探偵 杉山　亮

・ しまうまのたんけん トビイ　ルツ ・ 本当はこわい話　３ 小林　丸々

・
もっと日本が好きになる！
なるほど都道府県３１２

篠原　靖 ・
勉強が好きじゃないけど
どんどんできるようになっちゃう

石田　淳

・ 泣けるいきもの物語 今泉　忠明 ・ ポケモンレッツゴー!だじゃれクラブ 春風邪　三太

・ ドッグトレーナーになりたいきみへ 鈴木　博房 ・ うわさの怪談異界 魔夜　妖一

・ からだの細菌キャラクター図鑑 岡田　晴恵 ・ ゆるゆる恐竜図鑑 かげ

じどうちしき

えほん

よみもの

ノンタンたいそう１・２・３
キヨノ サチコ∥作

ノンタンたちといっしょに、たのしいたいそうをはじめよう！

ノンタンたいそう、いち、に、さん！（幼児向け）

みんなまってるよ！
少年写真新聞社

がっこうのとしょかんって、がっこうのなかでいちばんほんがあるところだけど、

どんなほんがおいてあるかな？

学校図書館初心者の子どもたちに、図書館の魅力を明るく楽しく伝える絵本。
（低学年向け）

かくれんぼでもういいかい
やぎた よしこ∥ぶん

じゅんちゃんがめをつぶって「もういいかい」といってみると、いろんなばしょから

「もういいよ」というこえがしました。さあ、かくれんぼのはじまりです。（幼児向け）

おままごとであそびましょ
やぎた よしこ∥ぶん

じゅんちゃんがおるすばんをしていると、りすさんがやってきておままごとをする

ことになりました。すると、うさぎさんもやってきて、いっしょにおままごとをすること

に。だれがなんのやくになるのかな？（幼児向け）



７月３１日（水）は図書整理休館日です

今月の本棚

野菜を食べよう！
美味しく野菜を食べるための本で、

コーナーを作りました。ガッツリと

お肉もいいけれど、野菜もしっか

り食べましょう。

おはなし会をする日 ／おはなしをする人

・７月１３日（土） １０：００～／おはなしきかんしゃ
・７月２０日（土） １４：００～／図書館
・７月２７日（土） １４：００～／図書館
・８月 ３日（土） １４：００～／図書館

７月・８月のとしょかんおはなし会

図書館では、下記のとおり絵本など

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

夏休み児童生徒

おすすめ本

夏休み中の小中学校の児童生徒へ

向けて、読書におすすめしたい本を

集めたコーナーを展示しています。

通常の本と同じく、どなたでも借りる

ことができますので、ご来館の際に

面白そうな本があれば、どうぞ手に

取ってみて下さい。

展示期間

７月２４日（水）～８月１８日（日）

展示場所

図書館入口付近

いつもと違った、特別なおはなし会を行い

ます。小さなお子様だけでなく、保護者の

方々の参加も大歓迎です。途中からの

参加も自由ですので、当日ご来館された

際には、ぜひ聞いていってください。最後

まで参加してくれた人には、プレゼントを

ご用意しております！

日 時：８月７日（水）１４：００～１５：００

場 所：コミュニティプラザ視聴覚室

対 象：幼児～小学生ならだれでも

絵本作家

長谷川知子講演会
と き：８月４日（日曜日）

１３時３０分から１５時３０分

ところ：コミュニティプラザ視聴覚室

親子で参加できます。参加料は無料です！


