
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊開館時間

平 日：午前９時３０分～午後８時

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９月号

令和元年９月１１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

生きるための図書館
竹内 哲 著 岩波書店

子どもにも大人にも、図書館は多様な場であり、図書館員はそこ

で本との出会いをつくる。６０年以上にわたって図書館に携わって

きた著者が、公立図書館設立への原動力となった文庫活動、学校図

書館の試みなどについて語る。

２０００万円もってないオレたちはどう生きるか
岡 久 著 自由国民社

人生は１００年！年金は危機？お金、仕事、住まい、人間関係、

健康など、６０歳からのリアルを示し、ヤバすぎる時代を生き抜く

ヒントを教える。定年後・老後の不安をひとつずつ解決していくた

めの一冊。

きほんの糸紡ぎ
緒方 伶香 著 誠文堂新光社

はじめて糸を紡ぐ人のために、羊毛が糸になる様子を、写真を用

いて丁寧に解説。また、知っていると楽しめるいろいろな撚り合わ

せ方や、素材が編み地からハンドウォーマーなどの作品になるまで

をわかりやすく紹介する。

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

渦 妹背山婦女庭訓魂結び

大島 真寿美 著 文藝春秋

江戸時代、芝居小屋が立ち並ぶ大坂道頓堀。虚実の渦を作り出し

た、もう一人の近松がいた…。浄瑠璃作者・近松半二の生涯を描い

た、著者初の時代小説。第１６１回直木賞受賞作。

老いる自分をゆるしてあげる。
上大岡 トメ 著 幻冬舎

人間は誰でも歳をとると分かっていても、なかなか受け入れがた

いもの。５０歳を越え、身体に変化が起こり始めた著者が、自身の

老化に真正面から向き合い…。老いる自分がより愛おしくなる、身

体をめぐるコミックエッセイ。
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千足　伸行

倉本　聰

羽生　善治羽生善治の攻めの教科書

もっと知りたいミュシャ

テレビの国から

るるぶラグビー日本代表 日本ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

最高のラジオ体操 青山　敏彦

芸術・体育

田井　ノエル 宮西達也の世界 平凡社

さくらい動物病院の不思議な獣医さん　３

我らが少女Ａ 高村　薫

文　　　　　　　学（文庫本）

決断の刻（とき）

ヴェールドマン仮説

ひと喰い介護

営繕かるかや怪異譚　その２

世界を救う１００歳老人 ヨナス・ヨナソン

生のみ生のままで　上・下

烈風ただなか

お江戸けもの医　毛玉堂

事典日本の年号 小倉　慈司

北海道鉄道旅おうえんブック 北海道新聞社

なんにもなかった 暮しの手帖社

半分、青い。　上・下

火付けの槍

最後の大疾走

今宵、神様のお宿は月が奇麗ですね

誉田　龍一

北川　悦吏子

鈴木　英治

おはようの神様 鈴森　丹子

竹村　優希

文　　　　　　　学
クジラアタマの王様 伊坂　幸太郎

てんげんつう 畠中　恵

へぼ侍

梨木　香歩

山崎　ナオコーラ

暮しの手帖社

化物蝋燭

亥子ころころ

店長がバカすぎて

ランチ酒　おかわり日和

いけない

早見　和真

神様の暇つぶし

やがて満ちてくる光の

角田　光代

木皿　泉

江國　香織

ブスの自信の持ち方

戦争が立っていた

木内　昇

ぱくりぱくられし

旅ドロップ

いきたくないのに出かけていく

お茶の時間 暮らしの図鑑編集部

北のｃａｆｅ編集室

長谷川　正人

八木　宏典

木村　泰子「ふつうの子」なんて、どこにもいない

北海道大学もうひとつのｷｬﾝﾊﾟｽﾏｯﾌﾟ

ひとり老後、賢く楽しむ 岸本　葉子

北大ＡＣＭプロジェクト

昭和政争　１

世界の危険思想

中村　慶一郎

丸山　ゴンザレス

養老　孟司

千早　茜

体をおいしくととのえる！食べる漢方

医学・家庭・工学・産業

検見崎　聡美

栗原　毅

綿矢　りさ

９月 の 新 着 図 書

いるいないみらい

いつかの岸辺に跳ねていく

ウナノハテノガタ

夏物語

窪　美澄

加納　朋子

川上　未映子

心理・歴史・社会

安田　依央

小野　不由美

堂場　瞬一

西尾　維新

道化師の退場 太田　忠司

５０歳からのゼロ・リセット 本田　直之

「カルト」はすぐ隣に

昭和・平成現代史年表 神田　文人

るるぶ九州ベスト　'２０ ＪＴＢパブリッシング

江川　紹子

常光　徹

デジタルカメラで昆虫観察 海野　和男

魔除けの民俗学

ことばにできない宇宙のふしぎ ｴﾗ・ﾌﾗﾝｼｽ・ｻﾝﾀﾞｰｽ

最高の体調 鈴木　祐

櫻井　大典

がんから始まる生き方

大森兄弟

大田垣　晴子

１人分のシニアごはん

めんどくさがり母さんの最強ずるメシ

日本ビール缶大全

マルサイ

高木　ハツ江

おうちで作るプレミアム食パン

西條　奈加

うちの香草育てる食べる

図解知識ゼロからの現代農業入門

トマト・ブック 坂田　阿希子

高橋　雅子

北海道すてきな旅ＣＡＦＥ

ラクうま！健康！大豆缶レシピ

ハツ江おばあちゃんの定番おかず

原田　ひ香

道尾　秀介

あさの　あつこ

泉　ゆたか

坂上　泉
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・ いないいないばあっ！みんなであそぼ！ NHKエデュケーショナル ・いちばんのきかんしゃ ウィルバート・オードリー

・ おかあさんありがとう みやにし　たつや ・ にちにちらんらん ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ

・ キリンのあかちゃんがうまれた日 志茂田　景樹 ・ まほうでなんでやねん 鈴木　翼

・ きんぎょすくいめいじん 松成　真理子 ・ トイ・ストーリー４ ＫＤＯＫＡＷＡ

・ １０ぴきのおばけのたんじょうび にしかわ　おさむ ・ 父さんはどうしてヒトラーに投票したの？ ディディエ・デニンクス

・ すごいたいじゅうでうごきません。 平田　昌広 ・ ママはスーパーちからもち ニコラ・ケント

・ としょかん町のバス イクタケ　マコト ・ ロージーのひよこはどこ？ パット・ハッチンス

・ なぞとき対決！名探偵コナン 松田　玲子 ・ 「悩み部」の復活と、その証明。 麻希　一樹

・ 名探偵ピカチュウ 江坂　純 ・ おじいさんは川へおばあさんは山へ 森山　京

・ おばけとしょかん 斉藤　洋 ・ タヌキのきょうしつ 山下　明生

・ ぼくらの地下迷路 宗田　理 ・ 妖怪空想科学読本 柳田　理科雄

・ おしっこもらスター 田中　六大 ・ じいじが迷子になっちゃった 城戸　久枝

・ ピンチ！！でもそれはチャンスだ！ 大野　正人 ・ 防犯・防災イラストBOOK ALSOK

・ 学校で学べないお金のこと 野村ホールディングス ・ おしゃれガールの着まわしコーデLesson 井上　裕子

・ 泣けるいきもの物語　イヌ・ネコ編 今泉　忠明 ・ 旅するこどもの英語　ハワイ編 コンデックス情報研究所

・ わけあって絶滅しました。続 丸山　貴史 ・ 旅するこどもの韓国語　ソウル編 コンデックス情報研究所

・ 走れ！メープル 菅　聖子 ・ すみっコぐらしナゾトレいっぱい サンエックス株式会社

えほん（幼児向け）

じどうちしき

えほん

よみもの

にっぽんいいものみてみて大会
きたがわ めぐみ∥作・絵

にっぽんのいいものたちが、にっぽんのまんなかあたりのデパートにあつまった

よ！ほっかいどうのだいひょうになった＜きぼり＞のくまのすけは、みんながじぶん

よりもとてもいいものにみえて…。

こどもしょくどう
ひろはた えりこ∥文

満足な食事をとることができない子どもたちがいる…。そんな子どもたちのよりど

ころとなっている「子ども食堂」。なぜ「子ども食堂」が必要とされているのか問いか

ける、映画『こどもしょくどう』のノベライズ本。

だれのあし？
ひさかたチャイルド

どうぶつのあし、どんなのがあるかな？これは、だれのあしだろう？ほんとうのお

おきさでうつっているしゃしんで、いろんなかたちのあしをみてみよう。



９月３０日（月）は図書整理休館日です

空きビンで、光るステンド

グラスを作りました
８月５日（月）、夏休み子ども工作教室を

開いて、「光るステンドグラスボトル」を

作りました。参加した児童は、カラフルに

輝くステンドグラスを喜んでくれました。

本の貸出も

大変です。

除籍した本を

しまってます。

夏休みに図書館で…

おはなし会

スペシャルをしました
８月７日（水）におはなし会スペシャル

を行って、たくさんのお話をしました。

来てくれた子どもたちは、最後まで話を

おもしろそうに聞いてくれました。

おはなし会をする日 ／ おはなしをする人

・ ９月１４日（土） １０：００～ ／ おはなしきかんしゃ

・ ９月２１日（土） １４：００～ ／ 図書館

・ ９月２８日（土） １４：００～ ／ 図書館

・１０月 ５日（土） １４：００～ ／ 図書館

・１０月１２日（土） １０：００～ ／ おはなしきかんしゃ

９月・１０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

パソコンやスマホに

挑戦してみよう！

今月の本棚

９月はワープロやパソコン記念日がある月で

す。なので今月はパソコンやスマホに関する

本を集めてみました。

一日だけ、図書館の

司書になってみました
８月１4日（水）は、小学生が一日図書

館司書体験を行いました。体験した児童

は、本の貸出や返却などを、協力しなが

ら一生懸命取り組んでくれました。


