
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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７月号

令和２年７月８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

はい。作り笑顔ですが、これでも精一杯仕事しています。
日野 瑛太郎 著 KADOKAWA

今日も口角上げっぱなしで、もうへとへとに疲れました…。感情

を押し殺す働き方を「感情労働」といいます。「働き方改革」では

改善されない働く側の悩みを取り上げ、仕事に殺されないための働

き方を考えます。

子どもを叱りつける親は失格ですか？
アベ ナオミ 著 KADOKAWA

どうして毎日を穏やかに子育てできないの？子どもを大切に思っ

ているのに、自分の気持ちをコントロールできないママ・パパに向

け、教育のプロが教えてくれた、怒って自己嫌悪の毎日から抜け出

す方法をコミックと共に伝える。

育ちすぎたタケノコでメンマを作ってみた。
玉置 標本 著 家の光協会

ごま、かんぴょう、こんにゃく…。とても身近で、知っているよ

うで知らない植物を、少年の好奇心そのままの著者が栽培したり採

集したりして食べる。やってみて初めて知ることのおもしろさを、

軽妙な筆致で伝える。

人生論あなたは酢ダコが好きか嫌いか
佐藤 愛子 小島 慶子 著 小学館

悩み、愚痴、怒り。年の差５０歳の真剣勝負―。１９２３年生ま

れと１９７２年生まれの女性２人が、夫婦、世の中、人生について

手紙でやり取りする。

ウイルスに負けない免疫力を鍛える！
枻出版社

ウイルスに負けないために必要なのは、ウイルスを体外に出すこ

と、そして自然免疫力を高めること！免疫細胞を活性化させるには、

腸内環境を整えることが必要。腸内環境を良くするための基礎知識

や食材、方法などを解説する。
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コンビニ断ち脱スマホ

新型コロナウイルス対策！免疫力を上げる50の方法 宝島社

新型コロナウイルスの真実 岩田　健太郎

池上　彰

認知症を予防する食事

原　由紀子

川口　美喜子

かぎ針で編むキッズリュック

椎根　和

坂詰　真二今日から自宅がジムになる宅トレ

彼らを書く

希林のコトダマ

絵本画家　赤羽末吉 赤羽　茂乃

漂流郵便局―お母さんへ― 久保田　沙耶

はじめてのクリップオンストロボ 今井　しのぶ

街場の日韓論

官邸コロナ敗戦 乾　正人

内田　樹

神コーチング

斎藤　充功

白井　一幸

幻想蒸気船

逆ソクラテス 伊坂　幸太郎

文　　　　　　　学（文庫本）

死者との対話

法の雨

暗鬼夜行

呉・広島ダブル殺人事件

オルガ ベルンハルト・シュリンク

空の声

流星シネマ

石井　光太

ルポ老人受刑者

斉藤　道雄

文豪の悪態 山口　謠司

猫を棄てる

ｎｏｚｏｍｉ

新・浪人若さま新見左近　５

高峰秀子の反骨

北海道のワイナリー 阿部　さおり

松下　純子

アップルミンツ

岩合　光昭

片岡　義男

芸術・体育

からだが整う発酵おつまみ

1000円以下でできるオーガニック菜園

スタンド・バイ・ニャー

つくりわけおかず３００ 小田　真規子

真藤　舞衣子

型紙いらずの浴衣リメイク

親孝行レシピ

こどもオレンジページ

野菜たっぷりおかず２０４

影武者八巻卯之吉

カメレオンの影 ミネット・ウォルターズ

佐々木　裕一

幡　大介

神様のお宿は旅立ちの季節です 田井　ノエル

支倉　凍砂

堀川　アサコ

狼と羊皮紙　５

赤ちゃんをわが子として育てる方を求む

サガレン

高峰　秀子

林　望

村上　春樹

旅のつばくろ

家族、捨ててもいいですか？

松井　今朝子

おこりんぼう

パリの砂漠、東京の蜃気楼 金原　ひとみ

駆け入りの寺

梯　久美子

沢木　耕太郎

小林　エリコ

江戸の夢びらき

誰も気づかなかった

うめももさくら

恋愛未満

イエロー・サブマリン

石田　香織

長田　弘

あふれる家

７月 の 新 着 図 書

少年と犬

逃亡者

カケラ

まだ温かい鍋を抱いておやすみ

馳　星周

中村　文則

彩瀬　まる

心理・歴史・社会

月村　了衛

西村　京太郎

石原　慎太郎

下村　敦史

濱地健三郎の幽(かくれ)たる事件簿 有栖川　有栖

図解心理学用語大全 田中　正人

文　　　　　　　学
小倉・関門海峡殺人事件 梓　林太郎

超リアル戦国武士と忍者の戦い図鑑 小和田　哲男

戦国武将の兄弟姉妹たち 橋場　日月

教養としての世界宗教史

老いの器量 下重　暁子

松本ぷりっつの夫婦漫才旅　その２ 松本　ぷりっつ

島田　裕巳

湊　かなえ

扶桑社

オレンジページ

篠田　節子

小路　幸也

中島　さなえ

吉田　篤弘

澤田　瞳子

すぐめし献立

感染症対人類の世界史

医学・家庭・工学・産業

舘野　鏡子

堂場　瞬一

黒沢　大陸

治したくない

枻出版社データで読み解く日本の真実



・ きょうまどからふくかぜは 高砂　淳二 ・ はたらくくるまたちとちいさなステアちゃん シェリー・ダスキー・リンカー

・ やねうらべやのおばけ しおたに　まみこ ・ ひとはなくもの みやの　すみれ

・ でんにゃ 大塚　健太 ・ 花のすきなおおかみ きむら　ゆういち

・ 本屋のミミ、おでかけする！ 森　環 ・ ひとりだちするきたきつねのこども 手島　圭三郎

・ もりのかばんやさん ふくざわ　ゆみこ ・ しゅっぱーつ きむら　ゆういち

・ 本当はこわい話　５ 小林　丸々 ・ 願いを叶える雑貨店　黄昏堂 桐谷　直

・ スキ・キライ相関図　２ このはな　さくら ・ ごきげんな毎日 いとう　みく

・ 絶対に見ぬけない！！　２ 緑川　聖司 ・ コットンのティータイム あんびる　やすこ

・ まちがいなく名探偵 杉山　亮

・ 花を楽しむ野菜図鑑 岩槻　秀明 ・ はじめての将棋 藤子・F・不二雄

・ グレタ・トゥーンベリ ヴィヴィアナ・マッツァ ・ ゆるゆるサメ図鑑 和音

・ すみっコぐらしのおかたづけ 水谷　妙子 ・ 摂食障害オバケの“ササヤキ” 雨こんこん

・ トミカ超図鑑プレミアム ポプラ社 ・ もふもふ動物の赤ちゃん 小宮　輝之

じどうちしき

よみもの

えほん

パンどろぼう
柴田 ケイコ∥作

パンどろぼうは、おいしいパンをたべるのがだいすき。あるひ、パンどろぼうは、も

りのなかで「せかいいちおいしい」とかいてあるパンやさんをみつけた。さっそくパン

やにしのびこんで、やきたてパンをぬすんだけれど…。

こぶたのプーちゃん
本田 いづみ∥文

ぬかるみにとびこんで「どろんこおばけ」に、ほしくさのやまにとびこんで「もじゃも

じゃおばけ」になったプーちゃん。どうぶつたちはびっくりしてにげていったけど…。

元気なこぶたと、どっしりと受け止めるお母さんを描いた絵本。

ぼくは犬や
ペク・ヒナ∥作

ひとは、ぼくをグスリとよぶんや。パンウリというおかあちゃんから、よんばんめに

うまれたんが、ぼくや。おっぱいからはなれたとき、ここにやってきて…。



　

 今月の本棚

※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。

７月３１日（金）は図書整理休館日です

①１１：００～１１：３０　　②１３：３０～１４：００　

　　　こわくないおばけの
　　　おはなしをします。
　　　最後まできいてくれ
　　　た人には、おみやげ

 ・場　　所：コミュニティプラザ視聴覚室

 ・受　　付：７月１０日（金）～７月２０日（月）

・８月１５日（土）　１４：００～ ／　図書館

　展示期間：９月末まで

・７月１８日（土）　１４：００～ ／  図書館
・７月２５日（土）　１４：００～ ／  図書館

　交換期間：７月３０日（木）まで ・８月　１日（土）　１４：００～ ／  図書館
　　　　　　 （お菓子がなくなり次第終了） ・８月　８日（土）　１０：００～ ／  おはなしきかんしゃ

　対　　象：幼児～小学生

ご来館の際には、お気軽にどうぞ。

場所：図書館幼児コーナー
　　 おはなし会をする日　　　／　おはなしをする人

図書館では、下記の予定で絵本など

を使ったおはなし会を行っています。

７月・８月のとしょかんおはなし会

＼絵本も読んでね！／

　　　があります！

 ・対　　象：小学生

 ・申込み：町立小清水図書館まで（Teｌ62-2165）

 ・受　　付：７月１０日（金）～７月２０日（月）

※どちらのイベントも、新型コロナウイルスの関係で中止になる場合は、  申し込んでいただいた皆様に連絡をいたします。

 ・定　　員：①②どちらも１５人まで

 ・参加費：無料   

考えてみよう「ごみ」のこと

令和２年度第１回図書館ワークショップ　夏休み子ども工作教室

ずっとひえひえ！

 〇夏のお話　〇おばけのお話　〇アニマシオン

ボトルクーラー

 ドリンクを冷たいまま

 ・定　　員：①②どちらも幼児以上２０人まで

 持って歩ける、ボトル
 クーラーを作ります。

 ・日　　時：８月５日（水）

 ・日　　時：８月６日（木）をつくろう！

①１０：００～１１：００　　②１３：３０～１４：３０　

 ・場　　所：コミュニティプラザ視聴覚室

 ・申込み：町立小清水図書館まで（Teｌ62-2165）

 ・お話するもの（①②どちらも同じです）

つめた～い

ままのめる！

『こぶたのプーちゃん』

『こぶたのプーちゃん』

おえかきシートにおえか

きすると、図書館のカウ

ンターでお菓子と交換で

きます。ご来館の際は、

どうぞご参加ください。

交換した作品は、下記の

期間図書館内で展示させ

ていただきます。

７月からレジ袋の有料化が

始まりました。プラスチッ

クを中心に、ごみについて

考えてみませんか？


