
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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９月号

令和２年９月９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

池上彰のまんがでわかる現代史 東アジア
池上 彰 著 小学館

中国はいつから反日になったのか。日本に統治されたのに台湾が

親日的なのはなぜか。なぜ韓国の反日感情は激しいのか…。東アジ

アの国や地域と日本の複雑な関係をまんがとコラムで解説します。

遊び・会話・家事で今こそ「家族のコミュニケーション力」アップ
司馬 理英子 著 主婦の友社

休校、在宅勤務、外出自粛…。コロナ問題で家庭環境が一変する

なか、トラブルを防ぎ絆を深める一番の方法は「コミュ力」を高め

ること。パパ・ママ、親子が今まで以上に幸せになる方法を丁寧に

解説する。

古関裕而珠玉の３０曲
塩澤 実信 著 展望社

“日本の行進曲王”と謳われた古関裕而。その作品の中から、

「長崎の鐘」「イヨマンテの夜」から「若鷲の歌」「愛国の花」

「六甲おろし」まで全３０曲を選出し、歌詞と誕生のエピソード

を紹介する。

６０分でわかるカミュの『ペスト』
大竹 稽 著 あさ出版

感染症が街を襲った時、彼らは何を思い、どう行動したのか―。

アルジェリアの町をペストが襲い、人々が翻弄されながら戦った

日々を、医師の記録という体で綴ったカミュの「ペスト」を、マ

ンガとあらすじで紹介する。

東大の先生！文系の私に超わかりやすく高校の数学を教えてください！

西成 活裕 著 かんき出版

教科書の８割をバッサリカット！数学アレルギーのオトナに向け

た、高校数学がサクッとやり直せる本。「代数」「解析」「幾何」

の３つのカテゴリーに分け、最短ルートでゴールに到着できるよう

に解説する。



命ある限り歩き続ける

知識ゼロからの古文書を読む 古賀　弘幸

小池百合子の大義と共感 大下　英治

横田　南嶺

遠野　遥

ブティック社

手づくり布マスク編集室

水野　敬也

あさの　あつこ

永井　紗耶子

畠中　恵

輪渡　颯介

簡単！免疫力アップドリンク

全国認知症カフェガイドブック

医学・家庭・工学・産業

柳瀬　久美子

上田　秀人

永岡書店編集部

心療内科医が教える家庭でできるｾﾙﾌﾒﾝﾀﾙｹｱ

NHKスペシャル取材班地方議員は必要か

９月 の 新 着 図 書

どうぞ愛をお叫びください

首里の馬

破局

私が愛したトマト

武田　綾乃

高山　羽根子

高樹　のぶ子

心理・歴史・社会

一木　けい

海堂　尊

東川　篤哉

平石　貴樹

オフマイク 今野　敏

１０代から考える生き方選び 竹信　三恵子

文　　　　　　　学
心霊探偵八雲　１２ 神永　学

平安貴族嫉妬と寵愛の作法 繁田　信一

池上彰の世界の見方　インド 池上　彰

サキの忘れ物

欲が出ました

石原　慎太郎

五木　寛之

鴻上　尚史

仕事本

メイドの手帖

北方　謙三

漂流者の生きかた

生きる！ 嵐山　光三郎

悪霊じいちゃん風雲録

ヨシタケ　シンスケ

左右社編集部

ステファニー・ランド

チンギス紀　８

サラリーマン川柳とびきり傑作選

ホーム

夢をかなえるゾウ　４

風を結う

堂場　瞬一

やく　みつる

商う狼

訣別の旗幟（はた）

昏き道行き 幡　大介

倉阪　鬼一郎

千野　隆司

悪魔の孤独と水銀糖の少女　１･２ 紅玉　いづき

望月　麻衣

井原　忠政

満月珈琲店の星詠み

特捜部Ｑ　８ ユッシ・エーズラ・オールスン

ドン・キホーテ笑う！

枻出版社

若おかみの夏

死という最後の未来

自転車サビとり再生術 枻出版社

飯塚　恵子

日経クロストレンド

池口　英司

しむけん研究会編集部

芸術・体育・言語

手作りしたいみんなの浴衣と甚平

高齢者･障害者へのマナーがわかる本

失われし北海道の鉄路

冷凍うどん使いきり！ KADOKAWA

ブティック社

基本の野菜じょうずな育て方

もちぷるレシピ

はじめてでもｶﾝﾀﾝ！手づくり布ﾏｽｸ

サスティナブルな布こもの

「許せない」がやめられない

ポストコロナの経済学 熊谷　亮丸

坂爪　真吾

なぜか、突然中学受験。

森本　修代

細川　貂々

足軽仁義

図書館の子 佐々木　譲

文　　　　　　　学（文庫本）

君に読ませたいミステリがあるんだ

立待岬の鷗が見ていた

全部ゆるせたらいいのに

コロナ黙示録

三体　２　上・下 劉　慈欣

陽眠る

いちねんかん

津村　記久子

赤ちゃんポストの真実

山岡　昌之

百田　尚樹

堀　公俊オンライン会議の教科書

志村けん「笑いの神様」の一生

地上最強の男

日本マンガ全史 澤村　修治

消えたママ友 野原　広子

知識ゼロからの骨董・アンティーク入門 岩崎　絋昌

日本の365日に会いに行く

数学ｶﾞｰﾙの秘密ﾉｰﾄ　複素数の広がり 結城　浩

スマホを捨てたい子どもたち 山極　寿一

コスガ　聡一

死んでも女性ホルモンは減らさない！

亀井　亜希子

葉石　かおり

ｱﾌﾀｰｺﾛﾅ消費&ｷｬｯｼｭﾚｽ最新勢力図



・ あべ弘士のシートン動物記　１ あべ　弘士 ・ ひみつだからね 軽部　武宏

・ おめでとうかいぎ 浜田　桂子 ・ みどりのほし 林　木林

・ かしたつもり×もらったつもり かさい　まり ・ 男の子でもできること プラン・インターナショナル

・ 恐竜トリケラトプスとティラノきょうだい　黒川　みつひろ ・ ムーミンやしきのすがたの見えないおきゃくさま トーベ・ヤンソン

・ ドン・ウッサダイエットだいさくせん！ キューライス ・ スマホをひろったにわとりは ニック・ブランド

・ レストランのおばけずかん　ふらふらフラッペ 斉藤　洋 ・ ぼくらの『第九』殺人事件 宗田　理

・ 捨て犬・未来、しあわせの足あと 今西　乃子 ・ じりじりの移動図書館（ブックカー） 廣嶋　玲子　ほか

・ 魔法の絵筆としあわせの呪文 あんびる　やすこ ・ 雨ふる本屋と雨かんむりの花 日向　理恵子

・ みちのく妖怪ツアー　３ 佐々木　ひとみ ・ ジュニア空想科学読本　２０ 柳田　理科雄

・ おばけずかんクイズBOOK 斉藤　洋 ・ 異種最強王図鑑　闇の王者決定戦編 健部　伸明

・ 音楽が楽しくなる 関　和之 ・ ゆるゆるアマゾン図鑑 さの　かける

・ 作文教室 こざき　ゆう ・ へんてこりんな地球図鑑 岩谷　圭介　

・ 柴田勝家 加来　耕三 ・ 絵で見ておぼえる小学漢字１０２６ 藤子・F・不二雄

・ がりがり君ができるまで 岩貞　るみこ ・ なぜなぜ？こん虫ふしぎ図鑑 須田　研司

・ ひろった・あつめたぼくのマツボックリ図鑑 盛口　満 ・

菅原　卓也

えほん

よみもの

じどうちしき

トムとジェリーのまちがいさがし
　世界の動物に会いに行こう！

ポッポーきかんしゃ
とよた かずひこ∥著

きかんしゃがねこさん、いぬさんをのせてはしっています。ニャーニャー、ワンワン、

ガタンゴトン、ポッポー。

擬音が楽しい、赤ちゃんのためののりもの絵本。

ゴミはボクらのたからもの
３２６∥さく・え

ヒーローごっこがだいすきなたけしくん。あるひ、おとしものがあおいかいじゅうに、た

べさせられているのをみかけました。「こらしめてやろう！」とおいかけた、たけしくんが

みたものは…。

つめかみおばけ
よしむら あきこ∥作・絵

いたずらがすきなおばけのこ。いろんなひとにのりうつって、つめをガジガジとかんで

まわると…。

つめの役割や、つめの先にたまるバイキンのことがよくわかる体の絵本です。



９月３０日（水）は図書整理休館日です

今月の本棚 ｢防災対策｣

　　 おはなし会をする日　　　　／　おはなしをする人

・１０月１７日（土）　１４：００～ ／  図書館

　 図書館司書体験に来てくれました。

・　９月１９日（土）　１４：００～ ／  図書館

・　９月２６日（土）　１４：００～ ／  図書館

・１０月　３日（土）　１４：００～ ／  図書館

・１０月１０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

　 いただく場合がございます。ご了承ください。

ます。お好きな本を職員までどうぞ。
　 いつもは入れない図書館の内側で、司書

場所：図書館幼児コーナー
　 のお仕事を体験していってくれました。

９月１日は、関東大震災

※新型コロナウイルスの関係で、中止とさせて

を教訓とするため、政府

 １日だけ、司書さんに ９月・１０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　 ８月１１日（火）に、小学生４名が１日

が創設した防災の日です。

いつ起こるかわからない

もしものために…。

 ームを楽しんでもらいました。

工作教室をしました。今回は、

を楽しんでいってくれました。

ま持ち運べるボトルクーラーを

 ８月６日（木）に夏のおはな

中に入れたドリンクを冷たいま

 し会スペシャルをしました。
 夏のお話やゆかいなおばけの
 お話のほかに、本を使ったゲ

８月５日（水）に夏休み子ども

作りました。参加した児童は、
自分だけのボトルクーラー作り

おはなし会
スペシャル
をしました

夏のアイテム
作りました


