
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６月号

令和２年６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

図解新型コロナウイルス職場の対策マニュアル
亀田 高志 著 エクスナレッジ

社員が感染したら？風評被害を避けるには？オフィスの感染危険度

は？労働衛生コンサルタント医師が、新型コロナウイルス感染症の基

礎知識や、社員と職場の対策をQ＆A形式で解説する。

とりのはなし
川崎 康弘 著 クナウマガジン

美しい声や雄々しい姿、くすっと笑える愛嬌たっぷりの仕種。鳥

たちの存在は、私たちにさまざまな感動をもたらしてくれます。

小清水町生まれの川崎康弘さんが、身近な鳥たちについて書いた

本。「スロウ」掲載の２０篇ほか、書下ろしコラムも収録。

NHKきじまりゅうたの小腹すいてませんか？パパッとレシピ
きじま りゅうた 著 宝島社

ＮHＫの番組「きじまりゅうたの小腹すいてませんか？」を書籍

化。過去に放送したなかから、２３回分の小腹メシレシピ４１品を

紹介する。著者のレシピの組み立て方、調理テクも公開。

野村の教え方
野村 克也 著 学研プラス

愛情を持って接しなさい。思いは伝わるよ－。球史に残る名選手

を次々に育て上げた名将・野村克也。日本プロ野球最高の教師が最

後に語った「教え方」の神髄を伝える。２０19年１０～１１月の

インタビューをもとに書籍化。

ｼﾝｸﾞﾙﾌｧｰｻﾞｰの年下彼氏の子ども2人と格闘しまくって考えた「家族とは何なのか問題」のこと

花田 菜々子 著 河出書房新社

菜々子、３８歳。職業、書店員。出会い系サイトで会った７０人

に本をすすめまくって、いまは独身。子どもを持つつもりもなかっ

たはずが…私は「お母さん」になるべきなの？実録書下ろし私小説。



アイヌをもっと知る図鑑

新型コロナウイルス緊急対策マニュアル 齋藤　勝裕

新型コロナウイルス完全防御ガイド 文藝春秋

岡田　晴恵

自然散策が楽しくなる！草花・雑草図鑑

日本農業法人協会

山田　隆彦

大人だから、甘い服

谷口　雄也

庵　功雄　他やさしい日本語のしくみ

高峰秀子おしゃれの流儀

谷口雄也メッセージBOOK―覚悟を力に－

かわいい江戸の絵画史 金子　信久

東京と美術。 平凡社

もっと知りたいバウハウス 杣田　佳穂

つかず離れず婚

なぜ支店長は飛ばされたのか 加藤　直樹

和田　秀樹

環境学部

細川　貂々

大岳　美帆

おこん春暦

焦眉 今野　敏

文　　　　　　　学（文庫本）

公安狼

ダーク・ブルー

緋色の残響

十津川警部殺意の交錯

言葉の温度 イ・ギジュ

〈あの絵〉のまえで

約束の小説

竹内　真

アタックＰＴＡ

森田　正光

三島由紀夫１９７０ 河出書房新社

社会とことば

大橋　弘一

武士の流儀　１～３

つりが好き

１時間で１０品超時短つくりおき 大西　綾美

阿川　佐和子

香田　あおい

三輪　泰史

高峰　秀子

芸術・体育・言語

１人分のレンジ飯革命

農業で社長！

図解よくわかるスマート農業

月のヨガ サントーシマ香

リュウジ

アガワ家の危ない食卓

ヒグマ大全

焼売、ときどきチャーハン

力尽きレシピ　２

決別

桃鬼城奇譚 柏田　道夫

稲葉　稔

上田　秀人

わが家は幽世の貸本屋さん　１～２ 忍丸

林　真理子

佐伯　泰英

私はスカーレット　２

図書室のバシラドール

さだの辞書

井伏鱒二　他

小林　裕美子

井上　ひさし

人間の品性

文豪と借金

谷川　俊太郎

２人目、どうする？

時代へ、世界へ、理想へ 高村　薫

やすらぎの刻(とき)～道～　第5巻

さだ　まさし

下重　暁子

「文豪と借金」編集部

谷川俊太郎私のテレビドラマの世界

老いてこそ生き甲斐

女神のサラダ

透明な夜の香り

できない男

瀧羽　麻子

石原　慎太郎

心にいつも猫をかかえて

６月 の 新 着 図 書

暴虎の牙

絶対猫から動かない

輪舞曲（ロンド）

木になった亜沙

柚月　裕子

新井　素子

今村　夏子

心理・歴史・社会

長岡　弘樹

西村　京太郎

笹本　稜平

真保　裕一

怖い患者 久坂部　羊

「つい感情的になってしまう」あなたへ 水島　広子

文　　 　学
罪人の選択 貴志　祐介

北海道夏山ガイド　３ 梅沢　俊

北海道キャンプ場&コテージガイド 2020-21 花岡 　俊吾

「いいね！」の魔力

オカルト伝説 ダニエル・Ｓ．レビー

シェルパ斉藤の遊歩見聞録 斉藤　政喜

ゆうき　ゆう

朝井　まかて

犬飼　つな

五十嵐　美幸

千早　茜

額賀　澪

村山　早紀

森谷　祐二

倉本　聰

北海道野鳥観察地ガイド

キャラでわかる！はじめての感染症図鑑

医学・家庭・工学・産業

門崎　允昭

原田　マハ

平凡社

散歩が楽しくなる空の手帳

池上　彰ほか知らないと恥をかく東アジアの大問題



・ おふろだいすきねこと
おふろだいきらいねこ 古内　ヨシ ・ てれるぜ 工藤　直子

・ ようかいむらのどんどこまつり たかい　よしかず ・ ランカ 野呂　きくえ

・ とんでいく 風木　一人 ・ エリック・カールのえいごがいっぱい エリック・カール

・ ねずみくんはめいたんてい なかえ　よしを ・ ねえさんの青いヒジャブ イブティハージ・ムハンマド

・ 炎炎ノ消防隊　悪魔的ヒーロー登場 大久保　篤 ・ そのときがくるくる すず　きみえ

・ オリンピックパラリンピックのスゴイ話
ライバル・友情編

大野　益弘 ・ レッツはおなか ひこ・田中

・ きみと１００年分の恋をしよう 折原　みと ・ かみさまのベビーシッター 廣嶋　玲子

・ 怪狩り　巻ノ３ 佐東　みどり ・ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１３ 廣嶋　玲子

・ 名探偵コナン赤井秀一セレクション
赤と黒の攻防（クラッシュ）

酒井　匙 ・ ぼくはおじいちゃんのおにいちゃん 堀　直子

・ モノのねだん事典 大澤　裕司 ・ リラックマごゆるりうらない サンエックス株式会社

・ ドラえもん探究ワールド ネコの不思議 藤子・F・不二雄 ・ ふかふかパンのひみつ ひさかたチャイルド

・ 夜のいきもの図鑑 今泉　忠明 ・ 夢をかなえる時間の使い方BOOK 高取　しづか

・ マンガでよくわかる
　ねこねこ日本史ジュニア版　６ そにし　けんじ

・ ぜったいかわいい！
　　まんがの描きかた★レッスン キラかわ☆まんが研究部

じどうちしき

よみもの

えほん

パンダ！
おおい じゅんこ∥作

「パンダ パンダ」ページをめくると…パンダが「とんだ！」。

パンダの韻を使った、赤ちゃんむけの言葉あそびの絵本です。

見つけてのばそう！自分の「強み」
足立 啓美，吾郷 智子∥著

自分の「強み」ってなんだろう？この本を読んで、知らなかった自分の「強み」を見

つけてみよう。もっと自分を好きになりたい人、友だちとなかよくなりたい人、自信を

持ちたい人におすすめです。

どうぶつクッキー
彦坂 有紀∥作・絵

ひよこ、いぬ、ねこ、ぶた…。かわいいどうぶつたちの、おいしそうなクッキーが

いっぱい！どうぶつたちのなきごえもいっしょにおぼえられる、たのしいたべものえ

ほんです。



　

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。

　　 おはなし会をする日　　　／　おはなしをする人

・６月２０日（土）　１４：００～ ／  図書館
・６月２７日（土）　１４：００～ ／  図書館
・７月　４日（土）　１４：００～ ／  図書館
・７月１１日（土）　１０：００～ ／　おはなしきかんしゃ
・７月１８日（土）　１４：００～ ／　図書館
※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。

６月３０日（火）は図書整理休館日です

図書館  新型コロナウイルス感染症の拡大
 予防のため、図書館にご来館され

ご利用時  る皆様には、以下のことにご理解
 とご協力をお願いしております。

のお願い
　　・当面の間、図書館の利用は図書の貸出と返却

　　　のみとさせていただきます。

　　・町内在住の方のみの利用とさせていただきます。

　　・貸出、返却のない方は名簿へご記入ください。

　　・手洗い・手指の消毒をお願いしております。

　　・ほかの方とは距離を空けてご利用ください。

　　・マスク着用、咳エチケットにご協力ください。

　　・一時的に、イスとテーブルを撤去しております。

　　・体調が優れない方のご利用はご遠慮ください。

　　・長時間の滞在（３０分以上）はご遠慮ください。

今月の本棚
いっしょになにを

しようかな？

  下記の予定で、小中学校で今　　　　
 子どもと一緒に  年度中に使用されている教科
 遊べるような本  書の展示をします。ご来館さ
 をご紹介。ああ  れた際に、どうぞ手に取って

展示期間

　　  ６月１２日（金）～

　　  ６月２５日（木）

  みてください。ああ ６月・７月のとしょかんおはなし会

展示場所
図書館では、下記の予定で絵本など

図書館新聞
場所：図書館幼児コーナー

コーナー近く

科教 書 展 示


