
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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５月号

令和２年５月１３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

「４７都道府県」地図帖の深読み事典
伊藤 賀一 監修 宝島社

４７都道府県をざっくばらん発信！各都道府県ごとに地図を掲載

し、地理と歴史を解説。また、特産品、名所、史蹟、行事・祭り、

方言、グルメ、著名人、公認キャラクターなどのご当地雑学を写真

やイラストとともに紹介する。

５０代からの人間関係
水島 広子 著 ＰＨＰ研究所

５０歳からの人間関係がその後の人生の質を左右する。夫婦、親

子、友だち、職場の人間関係がうまくいく秘訣を、対人関係療法の

第一人者が実際の「お悩み」を取りあげながら解説する。

話すチカラ
齋藤 孝 安住 紳一郎 著 ダイヤモンド社

明治大学時代の先生と教え子という師弟関係のふたりが、雑談か

らプレゼン、交渉、会話まで、すべてが上達する「話すチカラ」に

ついて縦横無尽に語りつくす。安住アナが現役の明治大学生たちを

前に白熱講義した内容も紹介する。

クスノキの番人

東野 圭吾 著 実業之日本社

解雇された職場に盗みに入り逮捕された直井玲斗は、弁護士費用

を支払ってくれた伯母から、クスノキの番人をするように命じられ

る。そのクスノキに祈れば、願いが叶うと言われていて…。

北海道の業界地図
北海学園大学経営学部佐藤大輔ゼミ 北海道新聞社 編著 北海道新聞社

北海道で働きたい人、北海道で仕事する人のための、業界まるわ

かり地図。道内４７業種約２０００社の企業規模や資本関係を詳細

な図で解説。大学生による道内の企業トップへのインタビュー、Ｉ

Ｔ企業の女性社員座談会等を収録。
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近現代スパイの作法

竹内薫の「科学の名著」案内 竹内　薫

数学パズル　辛口編 ニュートンプレス

多田　多恵子

火山と生きる海鳥

加藤　正明

寺沢　孝毅

サンドウィッチマンの東北魂

平山　譲

円満字　二郎漢字の植物苑

レゴレシピ

中田翔　逃げない心

花と動物の「白い切り絵」 平石　智美

もっと知りたい薬師寺の歴史 薬師寺

いきなり動画の達人になる本 伊藤　正治

1年生になったら紙の辞書を与えなさい

わたしは分断を許さない 堀　潤

深谷　圭助

10年後に食える仕事食えない仕事

吉田　可奈

渡邉　正裕

潜入味見方同心　１

掟上今日子の設計図 西尾　維新

文　　　　　　　学（文庫本）

金木犀とメテオラ

空洞電車

発注いただきました！

親方と神様

サンセット・パーク ポール・オースター

楡の墓

チンギス紀　7

長月　天音

うちの子、へん？

畠中　雅子

探偵コナン・ドイル ブラッドリー・ハーパー

夜明けのМ

横山　壽一

うちの旦那が甘ちゃんで　７

晴れの日散歩

疲れないからだになる鉄分ごはん ワタナベ　マキ

ブティック社

サンドウィッチマン

うさ

ケビン・ホール

芸術・体育・言語

野菜まるごと畑のびん詰め

野菜作り達人のスゴ技１００

災害で消えた小さな命

よくわかるこころの病気に効く漢方薬 根本　幸夫

西村　千恵

今こそ持ちたい手作りのエコバッグ

しくじらない飲み方

冷凍できるお弁当ミールプレップ

なにをどれだけ食べたらいいの？

赤い雨

大江戸科学捜査八丁堀のおゆう　5 山本　巧次

神楽坂　淳

佐伯　泰英

神様たちのお伊勢参り　７ 竹村　優希

上田　秀人

風野　真知雄

勘定侍柳生真剣勝負　１

ほどなく、お別れです

いつでも母と

角田　光代

北方　謙三

林　真理子

生きつづけるキキ

黄犬交遊抄

諸田　玲子

生きるための辞書

下級国民Ａ 赤松　利市

わかれ縁

山口　恵以子

斉藤　洋

ドナルド・キーン

嫁ぐ日

祟り神

みつきの雪

丸の内魔法少女ミラクリーナ

流人道中記　上・下

眞島　めいり

輪渡　颯介

東京、はじまる

５月 の 新 着 図 書

去年の雪

ひこばえ　上・下

ポロック生命体

如何様

江國　香織

重松　清

高山　羽根子

心理・歴史・社会

朝井　リョウ

伊集院　静

安壇　美緒

朝倉　宏景

〈銀の鰊亭〉の御挨拶 小路　幸也

知的再武装６０のヒント 池上　彰

文　　　　　　　学
絶対聖域 新堂　冬樹

一冊でわかるフランス史 福井　憲彦

エンペラー・ファイル 徳本　栄一郎

詳説日本仏教１３宗派がわかる本

武四郎碑に刻まれたアイヌ民族 杉山　四郎

世界から消えゆく場所 トラビス・エルボラフ

正木　晃

瀬名　秀明

香川　明夫

牛尾　理恵

村田　沙耶香

浅田　次郎

門井　慶喜

北方　謙三

西條　奈加

地域の病院は命の砦

もっと美しき小さな雑草の花図鑑

医学・家庭・工学・産業

斉藤　章佳

浮穴　みみ

落合　浩太郎

病気にかかるお金がわかる本

宇梶　静江大地よ！



・ あっくんとでデコやしき 八百板　洋子 ・ こんなにすごいよ歯のやくわり 北川　チハル

・ 恐竜トリケラトプスとあくまのもり 黒川　みつひろ ・ しばふって、いいな！ レオーネ・アデルソン

・ くろくまくんのにほんちずえほん たかい　よしかず ・ ティモシーとサラのたのしいおうち 芭蕉　みどり

・ くろくまくんのせかいちずえほん たかい　よしかず ・ ポケモンのしま ザ・キャビンカンパニー

・ くすのきだんちのねむりいす 武鹿　悦子 ・ ぽめちゃんとだっくすちゃん 柴田　ケイコ

・ きみが、この本、読んだなら
　　　　　　　　　　　　とまどう放課後編

森川成美
・ もちもち♥パンダ　もちぱんとわくわくキャンプ

　　　　　　　　　　　　もちっとストーリーブック
たかはし　みか

・ きみが、この本、読んだなら
　　　　　　　　　　　　　ざわめく教室編

戸森　しるこ
・ 星のカービィ

　キラキラ★プププワールドDX
南条　アキマサ

・ ずっと見つめていた 森島　いずみ ・ サブキャラたちのグリム童話 斉藤　洋

・ 小六　信和， 中村　文人

・ 小六　信和， 中村　文人

・ イチからつくるプラスチック 岩田　忠久 ・ しずくちゃん 34 ぎぼ　りつこ

・ アニメコミックおしりたんてい　３ ポプラ社 ・ スーパー戦隊大図鑑デラックス ポプラ社

・ しつもん！ドラえもん　教えて！国際社会編 藤子・F・不二雄 ・ ミラクルきょうふ！怖いストーリーMEGA伝染（うつ）る 闇月　モレク

えほん

よみもの

じどうちしき

おもしろ“紙学”-紙の未来とわたしたちの生活 防災 - 紙は強いんだ！（わたしたちを守ってくれる）

おもしろ“紙学”-紙の未来とわたしたちの生活 エコ - 紙はやさしいんだ！（環境を守ってくれる）

ぱかぱかももんちゃん
とよた かずひこ∥さく・え

ぱかぱか、ぱかぱか。しまうまがはしってきました。しまうまは、せなかにももんちゃん

をのせたまま、ぱかっとかわをとびこえたり、ぴたっととまったり…。

ドラえもん小学生の英単語・英熟語１０５０
藤子・F・不二雄∥キャラクター原作

小学校の教科書と英検5級に出てくる英単語・英熟語など約1050を、小学生に最適

な37のテーマに分け、単語のイメージが定着するイラストとともに収録されています。

きょうりゅうたちのおーっとあぶない
ジェイン・ヨーレン∥著

おーっと、あぶない！！ああ、こわかった…。げんきいっぱいのきょうりゅうたちには、

ひやっとするしゅんかんもいっぱい。どうやったら、あんぜんにたのしくあそべるか

な？



２０２０年

本屋大賞決定！

大賞作品
『流浪の月』

凪良 ゆう

ノミネート作品と最終順位

 ２位『ライオンのおやつ』 小川　　糸  

 ３位『線は、僕を描く』 砥上　 裕將 

 ４位『ノースライト』 横山　 秀夫 

 ５位『熱源』 川越　 宗一 

 ６位『ｍｅｄｉｕｍ 霊媒探偵城塚翡翠』相沢 　沙呼 

 ７位『夏物語』 川上　未映子

 ８位『ムゲンのｉ』 知念　実希人

 ９位『店長がバカすぎて』 早見　 和真 

青柳　 碧人 

受賞作品・ノミネート作品を集めた
コーナーを用意しております。
場所：図書館カウンター向かい

５月・６月のとしょかんおはなし会

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。

・５月１６日（土）　１４：００～ ／  図書館
・５月２３日（土）　１４：００～ ／  図書館

・５月３０日（土）　１４：００～ ／  図書館
・６月　６日（土）　１４：００～ ／  図書館
・６月１３日（土）　１０：００～ ／  おはなしきかんしゃ

※新型コロナウイルスの関係で、中止とさせて
　 いただく場合がございます。ご了承ください。

子ども向けおたのしみ袋
こどもの読書週間事業

５月３１日（日）は図書整理休館日です

　　　　　　　 今月の本棚

 10位『むかしむかしあるところに、死体がありました。』

場所：図書館幼児コーナー

図書館では、下記の予定で絵本など

　　 おはなし会をする日　　　／　おはなしをする人

おすすめの本を３冊集めたおたのしみ袋

を展示しています。幼児から中高生まで、

幅広く用意しています。どんな本が入って

いるのかは、開けてからのお楽しみ！通

常と同じく、カウンターで貸出を行ってい

ます。気になった袋を、ぜひ借りてみてく

ださい。

散歩で見つけたあの植物の

名前はなんだろう？今年は

家庭菜園にチャレンジしてみ

ようかな？など、植物に関す

る本をご紹介。

②名簿記入のご協力
図書館資料の貸出・返却の利用がない方

に、名簿への記入をお願いしております。

いただいた情報は、緊急事態対応以外の

目的で使用することはありません。

①感染予防のご協力
・消毒をお願いしております。

・館内の長時間滞在はご遠慮ください。

・３蜜（密閉・密集・密接）にご注意ください。

「みどりとふれ合おう」
新型コロナウイルス

対策に関するお願い
コミュニティプラザでは、ご来館の

方に現在以下のことをお願いしてお

ります。ご理解とご協力をお願いい

たします。


