
＊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８月号

令和元年８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

一度は泊まってみたい！北海道の温泉宿
小野寺 淳子 著 北海道新聞社

うれしい家族の祝いごと、頑張った自分へのごほうび、愛しい人

へ大切な言葉を贈る夜―。人生のハレの日を過ごすのにぴったりの、

上質な北海道の温泉宿泊施設を紹介する。

「食品ロス」をなくしたら１か月５,０００円の得！
井出 留美 著 マガジンハウス

本当は食べられるのに捨てられる食べ物のことを「食品ロス」と

いう。家庭での食品ロスは1か月５０００円。余分なものを買わな

いワザ、買ったものを全部使い切るワザなど、食品ロスを減らすた

めの６５のワザを紹介する。

「大家さんと僕」と僕
矢部 太郎 ほか 著 新潮社

デビュー作が７８万部の大ヒットで、僕は予想外の出来事に巻き

込まれ…。マンガ「大家さんと僕」番外編のほか、矢部太郎のロン

グインタビュー、ちばてつや、里中満智子らの寄稿などを収録する。

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

ムスメからおとうさんへ。

ｋ.ｍ.ｐ 著ブックデザイン 東京書籍

「父」という存在への“毒と愛”－。「ｋ.ｍ.ｐ」のなかがわみ

どりとムラマツエリコ、それぞれがおとうさんとの間柄、おとうさ

んへの思いを綴る。５～８０歳の５０人以上のムスメたちが語るお

とうさんへの思いも収録。

拓北農兵隊
石井 次雄 著 旬報社

大空襲で焼け出された戦争被災者を開拓戦士として北海道へ送り

込む政策「拓北農兵隊」。のちに、無責任きわまる開拓計画であり、

「棄民」政策とも評されたその実態に迫り、入植した人々の苦闘を

綴る。
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小川　洋子

日本環境化学会

「つくりおき食堂」の即完成レシピ

食べつなぐレシピ

よくわかる最新「橋」の科学と技術

按田　優子

小西　由稀

ディズニーツムツムあみぐるみBOOK

群　ようこ

地球をめぐる不都合な物質

それでもがんばる！どんまいな犬と猫図鑑

ひんやりさっぱりゼリー寄せ 大越　郷子

城戸　珠美

荻原博子の貯まる家計

ホーローで作るとかんたん！おいしい！

小西由稀の札幌おささる味手帖

原田　マハ

ビートたけし

吉永　南央

近衛　龍春

澤田　瞳子

本の雑誌編集部下戸班

くすりの事典　２０２０年版 片山　志郎

下戸の夜

礼文・利尻 杣田　美野里

漫画むかわ竜発掘記 土屋　健

小原　玲

本当のたばこの話をしよう

村山　早紀

８月 の 新 着 図 書

炎天夢

ノーサイドゲーム

あとは切手を、一枚貼るだけ

アタラクシア

今野　敏

池井戸　潤

金原　ひとみ

心理・歴史・社会

東川　篤哉

梓　林太郎

新堂　冬樹

楡　周平

希望の糸 東野　圭吾

妻語を学ぶ 黒川　伊保子

令和を生きていくときに考えてほしいこと

５５歳からの時間管理術 齋藤　孝

覇権の世界史 宮崎　正勝

学研プラス

寂聴先生、ありがとう。

やすらぎの刻（とき）～道～

暮らしのもやもやを、整える 主婦と生活社

荻原　博子

五十畑　弘

今泉　忠明

石井　勤皇后雅子

未来の地図帳

ニッポン１０大トレイル シェルパ斉藤

河合　雅司

１０年後のGAFAを探せ

私がオバさんになったよ

日経ビジネス

ジェーン・スー

片野田　耕太

乾　ルカ

シマエナガちゃんの日々

医学・家庭・工学・産業

若菜　まりえ

山崎　志保

文　　　　　　　学
むらさきのスカートの女 今村　夏子

さわこのじてん 今　美幸

落花

外山　滋比古

吉元　由美

中川　越

暁天の星

じじばばのるつぼ

アンド・アイ・ラブ・ハー

美しき愚かものたちのタブロー

キャバレー

小路　幸也

コイコワレ

１００年人生七転び八転び

倉本　聰

齋藤　孝

瀬尾　まなほ

エレガントな終活

すごい言い訳！

葉室　麟

１分音読「万葉集」

春淡し

浪人奉行　七ノ巻

迷い熊猛る

うちの旦那が甘ちゃんで　４

芝村　凉也

佐伯　泰英

稲葉　稔

出雲のあやかしホテルに就職します　６ 硝子町　玻璃

矢崎　存美

芸術・体育・言語

神楽坂　淳 藤井聡太の鬼手 書籍編集部

ぶたぶたのティータイム

ガラスの城壁 神永　学

文　　　　　　　学（文庫本）

カリスマｖｓ．溝鼠

サリエルの命題

ハッピーアワーは終わらない

津軽龍飛崎殺人紀行

ある作家の夕刻 ｽｺｯﾄ･ﾌｨｯﾂｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

トロイメライ

黄色い実

将軍家康の女影武者

はい！こちら子ども記者相談室デス！ かめおか子ども新聞

徴用工の真実 早乙女　勝元

刑罰 ﾌｪﾙﾃﾞｨﾅﾝﾄ･ﾌｫﾝ･ｼｰﾗｯﾊ

黒川　文雄

佐藤　次郎

温　又柔本にまつわる世界のことば

ｅスポーツのすべてがわかる本

オリンピックの輝き

超造形折り紙 川畑　文昭

ビッキの叫び声 阿部　典英
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・ ほんだな 新井　洋行 ・ そらまめくんこんにちは なかや　みわ
・ おはよう 新井　洋行 ・ だーれだ？ ヒド・ファン・ヘネヒテン

・ あついあつい 垂石　眞子 ・ だっぴ！ 北村　直子

・ あっちがわ イシズ　マサシ ・ たぬきのひみつ 加藤　休ミ

・ おにゃけ 大塚　健太 ・ つるつるプール えぐち　よしこ

・ オニのサラリーマンじごくの盆休み 富安　陽子 ・ ドーナツのあなのはなし パット・ミラー

・ 恐竜トリケラトプスとゴルゴザウルス 黒川　みつひろ ・ 夏とおとうとと ふくだ　いわお

・ こくん 村中　李衣 ・ ハーピカせんにん 田中　六大

・ ころべばいいのに ヨシタケ　シンスケ ・ 火　あやかし 飯野　和好

・ ゴリラさんだめです キューライス ・ 本の声を聞きました ささき　みお

・ きょうからトイレさん 片平　直樹 ・ ルビとしっぽの秘密 野中　柊

・ タコのターくんうみをでる 内田　麟太郎 ・ しずかな魔女 市川　朔久子

・ 火星人のカレー 斉藤　洋 ・ ポケモン空想科学読本　４ 柳田　理科雄

・ にじいろフェアリーしずくちゃん 友永　コリエ ・ アラジン　実写版 エリザベス・ルドニック

・ かいけつゾロリうちゅう大さくせん 原　ゆたか ・ 怪談収集家　山岸良介と人喰い遊園地 緑川　聖司

・ とねりこ通り三丁目　ねこのふじこさん 山本　和子 ・ 怪狩り　巻ノ１ 佐東　みどり

・ じぶんでよめるきょうりゅうずかん 成美堂出版編集部 ・ 楽しくリサイクル！こども工作ワンダーランド 佐藤　京子

・ なつのおうさまかぶとむし ひさかたチャイルド ・ もぐ★もぐ自由研究＆クラフト 学研プラス

・ 単位キャラクター図鑑 星田　直彦 ・ リラックマごゆるりナゾトレ サンエックス

・ ・

えほん（幼児向け）

じどうちしき

えほん

よみもの

どうしたらいいかわからない
　君のための人生の歩き方図鑑

石井　光太
NHK子ども科学電話相談
　おもしろギモン大集合！！

NHK「子ども科学電話
相談」制作班

ばらいろのかさ
アメリー・カロ∥文

カフェをひらいているアデルはたいようのようにあかるくて、おきゃくさんをげんきにします。

ですがアデルはあめのひがにがてでした。そんなあるひ、カフェにばらいろのかさがおかれ

ていて…。

鬼遊び ２
廣嶋 玲子∥作

夜店にくぎづいてていいのかな。よーく周りを見てごらん。そこにもここにも鬼がいる。気

づいたときには、もうおそい。鬼祭りからは逃げられない…。

いつかはぼくも
よしだ るみ∥さく え

「ぼくのおとうさん すごいんだよ」。ライオンにクジャク、キリンやペンギン…。いろいろなど

うぶつが、おとうさんのすごいところをおしえてくれますよ。あなたのおとうさんは、どうかな?



おはなし会をする日 ／ おはなしをする人

・８月１７日（土） １４：００～ ／ 図書館

・８月２４日（土） １４：００～ ／ 図書館

・９月 ７日（土） １４：００～ ／ 図書館

・９月１４日（土） １０：００～ ／ おはなしきかんしゃ

８月・９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。

７月９日（火）に、小学４年生の児童を対象

に、ブックフェスティバルを開催しました。

大型絵本などを使ったお話の後は、ずらりと

並んだおすすめの本３３０冊を、自由に読ん

でもらいました。開始前から本を見に来た児

童も多く、好みの本を探し回る児童の姿で

会場は大賑わいになりました。

７月１１日（木）に、小学５・６年生の学級で、

ブックトークを行いました。５年生には「夢を

あきらめない」を、６年生には「実は身近な環

境問題」をテーマにトークを行い、本の紹介

をしました。どの児童も、用意した本を積極的

に手に取り、終了時間まで楽しそうに読んで

くれました。

機器の更新作業のため、以下の

期間休館となります。図書を返却

される方は、正面入口にある返却

ＢＯＸへご投函ください。ご不便を

おかけしますが、ご協力をお願い

いたします。

８月２６日（月）
から

８月３１日（土）
まで

※子育て支援センターにつきましては、

通常どおりご利用頂けます。

休館日の

お知らせ
８月１７日は、プロ野球ナイター記念日です。

この記念日は、1948年に日本初のプロ野

球が初めてナイトゲームを開催したことを

記念する記念日だそうです。それに合わせ

て、今月は野球に関する本を集めてみました。

今月の本棚

野 球


