
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

＊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

２０２０年３月号

令和２年3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

夫婦・パートナー関係もそれでいい。
細川 貂々 水島 広子 著 創元社

なぜ？どうして？パートナーの存在に疑問を抱いた漫画家・細川

貂々が、数多の夫婦面接と治療経験を持つ精神科医・水島広子の元

を訪ね、いろいろなかたちのパートナー関係を教わりに行く、体当

たりの成長物語、第３弾。

ジソウのお仕事
青山 さくら 川松 亮 著 フェミックス

痛ましい子どもの虐待事件報道のたびに取り上げられる児童相談

所＝ジソウ。児童福祉司である著者の体験から綴った５０の物語を

紹介し、子ども虐待についても解説。

コンビニが日本から消えたなら
渡辺 広明 ベストセラーズ

少子高齢化デフレ、ＡＩデフレという新地獄に負けない経済戦略

が実はコンビニで行われている！日本一のコンビニ流通アナリスト

が、コンビニの最新施策を分析し「働く人」は何をすべきなのか、

その未来図を説く。

老人初心者の覚悟

阿川 佐和子 著 中央公論新社

老人若葉マークの踏んだり蹴ったり…だからなんだ！「高齢者」

の仲間入りをしたアガワが、ときに強気に、ときに弱気に、老化と

格闘する日々を綴る。「捨てる女」など全４２編を収録。

もう「女の家事」はやめなさい
佐光 紀子 さくら舎

「家事は女が」、さらに「家事はきちんと」の呪いにかかってい

ませんか？なんでもひとりで抱えこむのはＮＧ。上手に手放して、

自分を解放しましょう。時間半減、手抜きＯＫの佐光式で、家事に

サヨナラし、楽になる本。
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丸山　敬

退職代行マニュアル

世界一やさしい電卓の教科書1年生 脇田　弥輝

地球温暖化で雪は減るのか増えるのか問題 川瀬　宏明

関口　雄祐

プレ更年期の漢方

竹下　大学

杏仁　美友

北海道農村社会のゆくえ

佐川　年秀やさしいベトナム語カタコト会話帳

知識ゼロからの寅さん入門

美術館にいってみた 赤木　かん子

もっと知りたい浮世絵 田辺　昌子

ものは言いよう ヨシタケ　シンスケ

「れいわ現象」の正体

帰ってきた日々ごはん　６ 高山　なおみ

牧内　昇平

老～い、どん！

西原　理恵子

樋口　恵子

ぶたぶたのシェアハウス

風間教場 長岡　弘樹

文　　　　　　　学（文庫本）

有翼女神伝説の謎

女童（めのわらわ）

覇権交代　６

小説「安楽死特区」

ただの眠りを ローレンス・オズボーン

今日もお疲れさま

できない相談

てしごと

石田　衣良

とりあたま元年　最凶コンビよ永遠に！編

よちよち文藝部　世界文學篇 久世　番子

結婚の奴

タサン志麻

初午祝言

気がつけば、終着駅

美しい日本の川と防災 木下　武雄

ＮＨＫ出版

柳村　俊介

山本　直輝

岡村　直樹

芸術・体育・言語

だっこあみぐるみ＆クッション

日本の品種はすごい

レオパの教科書

お得食材で時短おかず３５０品 学研プラス

アップルミンツ

はじめてのスマホアプリ使いこなし入門

圧力鍋の大絶賛レシピ

今作りたいサコッシュ

毎日がんばっている人のミカタレシピ

棚ぼたん鍋

大江戸科学捜査八丁堀のおゆう　6 山本　巧次

佐伯　泰英

槇　あおい

警官の目 今野　敏　ほか

山本　一力

矢崎　存美

サンライズ・サンセット

清く貧しく美しく

毎朝ちがう風景があった

佐藤　愛子

ジェーン・スー

能町　みね子

この名作がわからない　

世界文学アンソロジー

谷津　矢車

これでもいいのだ

大人のカタチを語ろう。 伊集院　静

梅と水仙

椎名　誠

小谷野　敦

秋草　俊一郎

桔梗の旗

後家殺し

図書室

春とび娘

まずはこれ食べて

岸　政彦

山本　一力

３月 の 新 着 図 書

逢魔が刻（とき）

魔法使いと最後の事件

奈落

わたしは誰も看たくない

西澤　保彦

東川　篤哉

小原　周子

心理・歴史・社会

大石　英司

長尾　和宏

荒巻　義雄

赤松　利市

抵抗都市 佐々木　譲

小さな幸せがみつかる世界のおまじない 亀井　英里

文　　　　　　　学
スワン 呉　勝浩

泣いたあとは、新しい靴をはこう。 日本ペンクラブ

女たちのシベリア抑留 小柳　ちひろ

５０代からの人生戦略

ＯＮＬＹＮＥＳＳ ニロファー・マーチャント

戦国　忠義と裏切りの作法 小和田　哲男

佐藤　優

古市　憲寿

阪下　千恵

ブティック社

原　宏一

原田　ひ香

森　絵都

あさの　あつこ　ほか

植松　三十里

志麻さんちのごはん

眠れる美しい生き物

医学・家庭・工学・産業

牛尾　理恵

群　ようこ

桐畑　昴

マンガでわかる薬のしくみとはたらき事典

山崎　圭一天才たちの人生図鑑



・ いちにちうんち ふくべ　あきひろ ・ しろくまきょうだいのセイウチまつり 庄野　ナホコ

・ ウォッシュバーンさんが
いえからでない１３のりゆう

中川　ひろたか ・ テツコ・プー 児島　なおみ

・ えんまだいおうごいっこう 中尾　昌稔 ・ 歯のはえかわりのなぞ 北川　チハル

・ おろしてください 有栖川　有栖 ・ もしものせかい ヨシタケ　シンスケ

・ かえるの天神さん 日野　十成 ・ ぜったいにおしちゃダメ？ラリーとどうぶつ ビル・コッター

・ ごはん山 はらぺこめがね ・ ペネロペおおきくなったらなにになる？ アン・グットマン

・ じぶんではなをかめるかな 深見　春夫 ・ ミニオンズ　ドキドキせかいいっしゅう レナウド・コリン

・ 恋する図書室　２ 五十嵐　美怜 ・ スキ・キライ相関図　１ このはな　さくら

・ ６年１組黒魔女さんが通る！！　１０ 石崎　洋司 ・ 世にも奇妙な商品カタログ　３ 地図十行路

・ 鬼遊び　４ 廣嶋　玲子 ・ ハロー、ここにいるよ エリン・エントラーダ・ケリー

・ 胸キュンスカッと　５ 痛快ＴＶスカッとジャパン ・ 北の海の冒険者 メアリー・ポープ・オズボーン

・ ドラえもん科学ワールド未来のくらし 藤子・Ｆ・不二雄 ・ まえむきダブルス！ 落合　由佳

・ ジャガイモの大百科 森　元幸 ・ テニスキャンプをわすれない！ 福田　隆浩

・ ぎゃくたいってなあに？ 青木　智恵子 ・ イチからつくるのり〈接着剤〉 早川　典子

じどうちしき

よみもの

えほん

しば犬こたのしっぽっぽ
影山 直美∥作

しばいぬの“こた”は、うれしいとき、かのしいとき、たのしいとき、おこっていると

き、ことばのかわりにシッポをつかってきもちをつたえます。こたのシッポは、どん

なふうになっているかな？よーくみてみよう！

はじまりはたき火 火とくらしてきたわたしたち
まつむら ゆりこ∥作

わたしたちは、ずっとむかしから火（ひ）といっしょにくらしてきました。火（ひ）のあ

るくらしがいつからはじまったかというと…。

じゅぎょうにしゅうちゅうしたいのに… 感じ方のちがい
ＮＨＫ Ｅテレ「ｕ＆ｉ」制作班∥編

となりのせきのユウくんは、じゅぎょうちゅうなのにえんぴつをずっところがしたり、

たいそうふくをバンバンたたきつづけたりしています。アイちゃんはユウくんのうご

きがきになって、じゅぎょうにしゅうちゅうできなくて…。



１位 『さざなみのよる』 木皿　泉
２位 『ぷりっつさんち　２』 松本　ぷりっつ

『むらさきのスカートの女』 今村　夏子
『そして、バトンは渡された』 瀬尾　まいこ

３位 『悦な収納のすすめ』 本多　さおり
『火のないところに煙は』 芦沢　央

１位
トロル

２位 トロル
３位

ミラクル心理研究会

ペク・ヒナ

相原　和典

３月３１日（火）は図書整理休館日です

『ポケモンをさがせ！

心理テストＤＸ』

ルビーサファイア』

児童書ベスト３
『おしりたんてい

『おしりたんてい』
　ププッゆきやまのしろいかいぶつ!?』

一般書ベスト３

令和元年度中に、最も皆様に読んでもらえた
一般書・児童書のベスト３をご紹介します。

ぜひ読んでみてください。

令和元年度ベスト３図書

『あめだま』

『ミラクルハッピー超アタル！

※令和２年２月２５日現在

２月１８日（月）に、小清水小学校の５年生・６年生

の教室でブックトークを行ないました。今回は「偉

人ってどんな人？」「外国について知ろう！」という

テーマで行ないました。トークが終わった後、児童

たちは紹介した本を始め、思い思いに関連本を手

に取り、自由に読書を楽しんでいました。

新型コロナウイルスの

感染拡大予防のため、

誠に勝手ながら３月中の

としょかんおはなし会を

全て中止とさせていただ

きます。

本の受賞は、芥川賞・直木

賞だけじゃない！平成最後

の年であり、令和最初の年

だった２０１９年に受賞した

図書をご紹介。

今月の本棚

「2019年に〇〇賞を受賞した本」


