
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

２０２１年４月号

令和３年４月１４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

今日も言い訳しながら生きてます
ハ・ワン 文・イラスト ダイヤモンド社

適度な言い訳は人生をおいしくしてくれる味の素みたいなもの

だ。つまり言い訳とは、悩み多き現実社会で、心折れずに生かし

てくれる最後の砦なのだ―。“心地よい生き方”が見つかる人生

エッセイ。

乃公出でずんば 渋沢栄一伝
北 康利 著 KADOKAWA

彼は誰よりも早く、経営の本質は「責任」だと見抜いていた―。

ドラッカーも激賞した偉人、渋沢栄一。明治・日本に資本主義革

命を起こし、近代国家へと成長させた男の生涯に迫る。

弱い男
野村 克也 著 星海社

野村克也が死の直前に吐露した男の弱さとは、老いとは―。プ

ロ野球テスト生として南海ホークスへ入団以来、選手として、監

督として輝かしい頂点を極めた不世出の男・野村克也の１０時間

に及ぶ貴重なインタビューを完全収録。

わんダフル・デイズ
横関 大 著 幻冬舎

お利口に職務を全うする盲導犬たちの姿を通して見えてくる、

人間たちの悩み、嘘、そして罪。「ルパンの娘」の著者が贈る、

ハートウォーミングミステリ。

コロナ対策各国リーダーたちの通信簿
栗田 路子 プラド 夏樹 ほか著 光文社

新型コロナウイルスのパンデミックで、各国リーダーの指導力

とコミュニケーション力が大いに試されることになった。海外に

居住する日本人ジャーナリストたちが、リーダーの発言と市民の

反応をまとめる。



中原　淳

ブレイディみかこ

真梨　幸子

真山　仁ロッキード

山中　伸弥

池上　彰なぜ、読解力が必要なのか？

はじめよう！ソロキャンプ

友情

もっと知りたいゴーガン 六人部　昭典

旅の風景 安野　光雅

うちはおっぺけ　６ 松本　ぷりっつ

学校が「とまった」日

科学絵本の世界１００ 平凡社

たたかう免疫 NHKスペシャル取材班

文響社

北海道の病院　２０２１

岩崎　政利

文　　　　　　　学（文庫本）

灰の劇場

インビジブル

元彼の遺言状

ヘルメースの審判

大きな森の小さな家 ちば　かおり

老婦人マリアンヌ鈴木の部屋

麦本三歩の好きなもの　第２集

柳　広司

はじまりの２４時間書店 ロビン・スローン

マスクは踊る

鼠、十手を預かる

アンブレイカブル

生き抜く力

赤川　次郎

佐藤　愛子

東海林　さだお

開高健とオーパ！を歩く　増補新版

ひきこもり図書館

玄天　１

小檜山　悟

森　風美

芸術・体育・言語

こびとづかんのこびとづくり

あの懐かしい味の野菜を自分でつくる

馬を巡る旅

極上のおうちラーメン 高梨　樹一

なばた　としたか

地球一周３６５日世界遺産絶景の旅

糸紡ぎのテクニックとデザイン

もっと！魔法のてぬきおやつ

パパいや、めろん 海猫沢　めろん

富井　義夫

木嶋　利男

てぬキッチン

青島　由佳

連作でよく育つ野菜づくり

三つ巴

破滅のループ カリン・スローター

井原　忠政

佐伯　泰英

老い力 佐藤　愛子

小川　糸

望月　麻衣

グリーンピースの秘密

砦番仁義

満月珈琲店の星詠み　２

４月 の 新 着 図 書

鬼哭の銃弾

オムニバス

フシギ

棟居刑事と七つの事件簿

深町　秋生

誉田　哲也

森村　誠一　ほか

心理・歴史・社会

新川　帆立

楡　周平

恩田　陸

坂上　泉

イグジット 相場　英雄

明日死んでもいいための44のレッスン 下重　暁子

文　　　　　　　学

職場六法

命がけの証言 清水　ともみ

岩出　誠

家族写真

上野　千鶴子

荻野　アンナ

砂漠の天使スナネコ

汚れた手をそこで拭かない 芦沢　央

ペルソナ 中野　信子

シェルパ斉藤の親子旅20年物語 斉藤　政喜

見抜く力

内澤旬子の島へんろの記 内澤　旬子

佐藤　優

ばあさんは１５歳

八月の銀の雪

かか

阿川　佐和子

国道食堂　２ｎｄ　ｓｅａｓｏｎ

紅蓮の雪

笠井　千晶

霧にたたずむ花嫁 赤川　次郎

女の子はどう生きるか

何とかならない時代の幸福論

カイリー・チャン

伊与原　新

宇佐見　りん

小路　幸也

住野　よる

遠田　潤子

巣ごもりごはん便利帳

足裏の痛み・しびれ

医学・家庭・工学・産業

幸村　しゅう

北海道新聞社

何がおかしい

曽野　綾子

菊池　治男

頭木　弘樹

５２ヘルツのクジラたち

私のカレーを食べてください

学研プラス

ちづか　みゆき

大人かわいい飾り切り ほりえ　さちこ

町田　そのこ



・ おすしやさんにいらっしゃい！ おかだ　だいすけ ・ にくにくしろくま 柴田　ケイコ

・ おにぎり！ 石津　ちひろ ・ ぱくぱくはんぶん 渡辺　鉄太

・ しりとり 安野　光雅 ・ まだまだまだまだ 五味　太郎

・ すきなことにがてなこと 新井　洋行 ・ もしかして… クリス・ホートン

・ ちかてつサブちゃん みやにし　たつや ・ クマとこぐまのコンサート デイビッド・リッチフィールド

・ わたしの気になるあの子 朝比奈　蓉子 ・ 世にも奇妙な商品カタログ　６ 地図十行路

・ ６年１組黒魔女さんが通る！！　13 石崎　洋司 ・ ちびっと！マーメイド 名木田　恵子

・ モンスター・ホテルでおばけやしき 柏葉　幸子 ・ わたしたちの物語のつづき 濱野　京子

・ 図書室の奥は秘密の相談室 櫻井　とりお ・ 小説弱虫ペダル　５ 渡辺　航

・ すごい植物図鑑 稲垣　栄洋 ・ フクシマ 内堀　タケシ

・ 鳥になった恐竜の図鑑 真鍋　真 ・ 季節と行事のおりがみくらぶ　学校生活編　２ 新宮　文明

・ マークで学ぶSDGｓ　学校でみつかるマーク 蟹江　憲史 ・ ドラえもん科学ワールド乗り物と交通 藤子・F・不二雄

・ マークで学ぶSDGｓ　街でみつかるマーク 蟹江　憲史 ・ かいけつゾロリのちょ～いたずらまちがいさがし 原　ゆたか

じどうちしき

よみもの

えほん

Qこどものための哲学シリーズ
・なんで夜はこわいの？

・なんではだかははずかしいの？

・なんでお母さんはけしょうをするの？

NHK Eテレ「Q～こどものための哲学」制作班∥編

なんでかな？なんでだろう？みんなもいっしょに考えてみようよ！

ＮＨＫ Ｅテレ「Ｑ～こどものための哲学」が本になりました。

モノのなまえ事典 まだある！！アレにもコレにも！

杉村 喜光∥文

パンのみみにも、ちゃんとなまえがあった！？フルーツをつつんでいる、やわらかい

アレのなまえって？ふだんみている「アレ」や、つかっている「コレ」のなまえを、クイズ

でしょうかいします。

でんごんゲーム
宮下 すずか∥作

コアラのモモちゃんがけがをしたらしい。りすのケイちゃんが、そのはなしをともだち

におしえたら、ともだちからともだちへつたわるはなしがかわって、とってもたいへんな

ことに！こくごがたのしくなるよみもの。



こどもの読書週間イベント①

４月 ５月
２９ ３０ １ ２ ３ ４ ５
(木) (金) (土) (日) (月) (火) (水)

開館 休館 開館 開館 開館 開館 開館

休館 開館 開館 休館 休館 休館 休館

　　※いただく場合がございます。ご了承ください。

以下のイベントを予定しております。ご来館された際には、ぜひご参加ください。

こどもの読書週間イベント②

子ども向け
こびとさがし

おたのしみ袋

　　　　　　　　　　　②図書館幼児コーナー

袋ごとに違うテーマの本が入っています。

通常の本と同じように借りることができま

す。借りたい袋の番号札を、カウンターま

　　参加者多数の場合、入館制限を行うことがあります。

図書館の中に隠れている２０人の「こびと」

を見つけよう！２０人のうち、１０人以上見つ

けられた方には景品があたります。

でお持ちください。どんな本が入っている※参加される際にはマスク着用の上、手指の消毒及び

　　体温の測定にご協力ください。 かは、開けてみてのお楽しみ！

実施期間：４月２３日（金）～５月１２日（水） 貸出期間：４月２３日（金）～５月２３日（日）

ウサギはたくさん子どもを産むことから、 場所　図書館幼児コーナー

　　　　　　　　　　 月日
施設

図書館の休館日に本を返却する場合は、返却ポストへ１冊ずつご投函ください。

町立小清水図書館

子育て支援センター

今月の本棚　　「ウサギ」 ４月のとしょかんおはなし会

日時　４月２４日（土） １４：００～

ゴールデンウィーク期間中の開館について
ゴールデンウィーク期間中、コミュニティプラザは以下の予定で開館致します。

参加対象：幼児～一般（無料） 展示場所：①図書館内入口付近

受付場所：図書館カウンター

４月３０日（金）は図書整理休館日です

　お気軽に職員までどうぞ。

　　※新型コロナウイルスの関係で、中止とさせて

繁栄と豊作の象徴としてイースター（復活

祭）のシンボルとなっています。イースタ 　図書館では上記のおはなし

―がある今月は、「ウサギ」が出てくる絵 　会のほかに、「いつでも読

本や飼い方の本を集めました。 　み聞かせ」を行っています。


