
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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８月号

令和２年８月１２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

内向型人間が無理せず幸せになる唯一の方法
スーザン・ケイン 著 講談社

オバマ、ビル・ゲイツ、バフェット…。物静かで思索的な内向型

の人たちが社会を築き上げてきた！外向型が理想とされる社会につ

いて考察し、内向型と外向型の考え方の違い、内向型の特性を磨く

方法などを解き明かす。

女帝小池百合子
石井 妙子 著 文藝春秋

女性初の都知事であり、女性初の総理候補とされる小池百合子。

キャスターから政治の道へ、男性社会にありながら常に「風」を巻

き起こし、権力の頂点を目指す彼女の数奇な半生、つきまとう疑惑

を、綿密な取材で描き切る。

へたキャンごはん
じゅんいちダビッドソン 著 主婦の友社

へたなキャンプの第一人者・じゅんいちダビッドソンによる、

キャンプ飯のレシピ本。かば焼き缶の卵とじ、フランクフルト串、

おつまみパエリアなど、キャンプでもベランダでも簡単にできる

おいしいレシピを紹介する。

家族じまい
桜木 紫乃 著 集英社

認知症の母と、齢を重ねても横暴な父。両親の老いに姉妹は戸惑

い、それぞれ夫との仲も揺れて…。大人の諦観と慈愛に満ちた長編

小説。

パンデミック客船「ダイヤモンド・プリンセス号」からの生還
小柳 剛 KADOKAWA

新型コロナウイルスに冒されたクルーズ船「ダイヤモンド・プリ

ンセス号」に乗船し、隔離された船内の一部始終を目撃した著者が、

疑惑と混乱の１７日間を語る。著者と元NHKプロデューサーの対談

も収録。



中国が世界を攪乱する

激甚気象はなぜ起こる 坪木　和久

怖くて眠れなくなる地学 左巻　健男

養老　孟司

鳥たちの３６５日

扶桑社

富士元　寿彦

ウイルス・カビ毒から身を守る！

寺西　恵里子

JTBパブリッシングマレーシア語

フジモトマサルの仕事

かわいく役立つ便利な折り紙こもの

仏像 山本　勉

みんなのアマビエ 扶桑社

タピオカガエルのタピオカ屋 じゅえき　太郎

アフターコロナ

この不寛容の時代に 佐藤　優

日経クロステック

できるテレワーク入門

上谷　さくら

法林　岳之

浪人奉行　９ノ巻

あの子の殺人計画 天祢　涼

文　　　　　　　学（文庫本）

さよなら願いごと

遺品博物館

黙示

任侠シネマ

樹脂 エーネ・リール

水を縫う

人類最強のsweetheart

桂　望実

おとめ六法

主婦の友社

蜜のように甘く イーディス・パールマン

美女ステイホーム

主婦の友社

鼠異聞　上・下

ほたる茶屋

さらに、やめてみた。 わたなべ　ぽん

一田　憲子

松本　忠男

萩原　雅紀

ｺﾛﾅ・ﾌﾞｯｸｽ編集部

芸術・体育・言語

きものが着たい

小屋のすべて

ダム大百科

この２皿さえあれば。 有元　葉子

群　ようこ

暮らしの中に終わりと始まりをつくる

ツレハナ亭の家飲みごはん

世界一ズボラなBOXパン！

ケータリング気分のBox Food

嵐の前の静けさ

警視の謀略 デボラ・クロンビー

佐伯　泰英

吉本　ばなな

鴨川食堂もてなし 柏井　壽

上田　秀人

稲葉　稔

布石

結婚させる家

「山奥ニート」やってます。

藤原　緋沙子

宮部　みゆき

林　真理子

村上T

小説版韓国・フェミニズム・日本

今村　翔吾

きたきた捕物帖

黙 辻堂　魁

おいしくて泣くとき

石井　あらた

村上　春樹

イ・ラン

じんかん

稚児桜

生かさず、殺さず

魔界都市ブルース　１６

五年後に

久坂部　羊

澤田　瞳子

ダブル・トライ

８月 の 新 着 図 書

たかが殺人じゃないか

つながりません

ヒポクラテスの試練

食っちゃ寝て書いて

辻　真先

長岡　弘樹

小野寺　史宜

心理・歴史・社会

今野　敏

今野　敏

大崎　梢

太田　忠司

男鹿半島北緯４０度の殺人 梓　林太郎

哲学の誤配 東　浩紀

文　　　　　　　学
泥棒は世界を救う 赤川　次郎

新選組 河出書房新社

一冊でわかるイタリア史 北原　敦

くしろ写真帳

今につながる日本史 丸山　淳一

北海道夏山ガイド　４ 梅沢　俊

木村　浩章

中山　七里

田中　美奈子

斎藤　ゆかり

菊地　秀行

咲沢　くれは

堂場　瞬一

 西尾　維新

森沢　明夫

発酵食の作り方と料理レシピ150

虫とゴリラ

医学・家庭・工学

ツレヅレ　ハナコ

寺地　はるな

野口　悠紀雄

高たんぱく質レシピ１５１

森　功ならずもの



・ あなふさぎのジグモンタ とみなが　まい ・ ティラノサウルスのはらぺこないちにち 竹下　文子

・ あかいしろくま 柴田　ケイコ ・ ７年目のランドセル 内堀　タケシ

・ いし 中川　ひろたか ・ ばけばけばけばけばけたくん　おかしの巻 岩田　明子

・ うどんできた！ 加藤　休ミ ・ ほらふきカールおじさん 斉藤　洋

・ うみでなんのぎょうれつ？ オームラ　トモコ ・ まなちゃんはおおかみ 種村　有希子

・ ぞぞぞぞでんしゃ 薫　くみこ ・ 妖怪のど自慢 広瀬　克也

・ ちいさなちいさなうみのおさんぽ さかい　さちえ ・ よい子れんしゅう帳 おかべ　りか

・ いじめ　女王のいる教室 五十嵐　かおる ・ ラストでわかるだれの手紙 たから　しげる

・ 子うしのきんじろう 今西　乃子 ・ 図書館B２捜査団　１ 辻堂　ゆめ

・ 魔女のうらないグミ 草野　あきこ ・ にじいろフェアリーしずくちゃん　２ 友永　コリエ

・ 鬼滅の刃　ノベライズ　１ 吾峠　呼世晴 ・ ルビねこと星ものがたり 野中　柊

・ リバース 染谷　果子 ・ 歌がにがてな人魚 ルイス・スロボドキン

・ お菓子な自由研究 東京製菓学校 ・ じぶんでよめるこんちゅうずかん 成美堂出版編集部

・ ホンこわ！世界に伝わる本当に怖い話 野宮　麻未 ・ 自分をみがこう！一生役立つルールとマナー 大塚　けいこ

・ 知っておきたい！日本の「世界遺産」がわかる本 世界遺産を学ぶ会 ・ かいけつゾロリのまいにちおやじギャグ１年分 小野寺　ぴりり紳

・ どっちが強い！？動物オリンピック編 Xベンチャーオールスターズ ・ キャプテン翼のサッカー教室 高橋　陽一

じどうちしき

よみもの

えほん

みんなでウイルスとたたかおう！ １
エロイーズ・マグレガー∥文

ウイルスってなに？どうやってうつるの？うつるとどうなるの？ウイルスから、からだ

をまもるためにはどうすればいいの？

コロナウイルスを含む、さまざまなウイルスについて学べる絵本。

わっはは ぼくのなつやすみ
おの りえん∥作

なつやすみは、おじいちゃんのいえにいくんだよ。そしてね、はじめてひとりでとまる

んだ！ずっとドキドキしていたぼくをでむかえてくれたのは、いっぴきのちょうちょだっ

た…。

ぼくはにんげん
スーザン・ヴェルデ∥文

ぼくはにんげん。でも、だからこそまちがってしまう。なにかをこわがったり、きずつい

ておちこんだりもする。そんなとき、ぼくはきづくんだ。それは…。



８月３１日（月）は図書整理休館日です

年の６０周年を機に、作

年を迎えます。２００５

ムーミンは今年で７５周

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

今月の本棚「ねぇムーミン」

・８月２２日（土）　１４：００～ ／  図書館
・８月２９日（土）　１４：００～ ／  図書館
・９月　５日（土）　１４：００～ ／  図書館
・９月１２日（土）　１０：００～ ／　おはなしきかんしゃ

でも“いつでも読み聞かせ”を行い

ます。お好きな本を職員までどうぞ。

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

・８月１５日（土）　１４：００～ ／  図書館

８月・９月のとしょかんおはなし会
図書館では、下記のおはなし会以外

められました。

が『ムーミンの日』と定

者の誕生である８月９日

申し訳ございません。今後 文藝春秋

も図書館をよろしくお願い その他最終候補作品や、過去の受賞作品
を集めたコーナーを用意しております。

申し上げます。あああああ 場所：図書館カウンター向かい

図書館まつりは中止とさせ 　  直木賞作品
ていただきます。楽しみに

『犬と少年』
されていた皆様には、大変 馳　星周

『首里の馬』
新型コロナウイルス感染症 遠野　遥 高山 羽根子

拡大防止のため、今年度の 文藝春秋 新潮社

  　 図書館
   まつり中止 芥川賞

   のおしらせ 作品

『破局』

～認知症啓発月間～
認知症啓発コーナーの設置

毎年９月は「世界アルツハイマー月間」、９

月２１日は「世界アルツハイマーデイ」です。

この度図書館では、「世界アルツハイマー月

間」にあわせて、認知症や介護について書かれ

た本や認知症啓発パネル等を設置します。

認知症になっても安心して暮らせる、優しい

まちづくりに向けて共に歩みませんか。

その第一歩として、認知症や介護について書

かれた本や資料に触れてみませんか。

展示期間

令和２年９月１日（火）

～９月２９日（火）

展示場所

町立小清水図書館内

新聞コーナー近く


