
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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５月号

令和３年５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

おしゃれ防災アイデア帖
Mｉｓａ 著 山と溪谷社

普段の暮らしに馴染む「備える」ものたち、安心して暮らすため

の部屋づくりとインテリア、清潔をキープして暮らすための片付け

と掃除…。防災を無理なく続けるための、暮らしの工夫とアイデア

を紹介します。

おひとりさまの認知症
高瀬 義昌 監修 主婦の友社

認知症を発症したとしても、おだやかで幸せな暮らしを続けたい。

ひとさまに迷惑をかけず、好きなように人生をまっとうしたい。お

ひとりさまのそんな思いをかなえるための方法や準備を紹介する。

はじめてのスマホ「やりたい！」がすぐできるスマホ用語１００
岡嶋 裕史 監修 NHK出版

「わけのわからない用語」をなくして、スマホのある日常を楽し

もう！スマホを使ううえでよく出てくる言葉をシチュエーションご

とに分け、徹底的に解説する。できれば知っておきたいレベルアッ

プ用語も掲載。

俺と師匠とブルーボーイとストリッパー
桜木 紫乃 著 KADOKAWA

北国のキャバレーで働きながら一人暮らしをする２０歳の章介は、

新しいショーの出演者３人と同居することになる。だが店に現れた

のは、華やかな売り文句とはほど遠いどん底タレントたちで…。

ミニマリスト、４１歳で４０００万円貯める
森 秋子 著 KADOKAWA

お金も、生活もシンプルに。これだけで、暮らしが満ち足りて、

お金がどんどん貯まりだす。心地よさや満足感を追い求めながら

お金と上手に付き合っていくヒントを、ミニマリストが紹介する。



恩田陸　白の劇場

伊集院　静

曽野　綾子

千早　茜

いわいごと

卑弥呼とよばれた少女

今井　孝成

タサン　志麻

テレワーク時代のラクうまごはん 中元　千鶴

畠中　恵

林　真理子

桜庭　一樹

新堂　冬樹

額賀　澪

山田　詠美

今野　敏

志麻さんのベストおかず　

HSPとグレーゾーンな人たち

医学・家庭・工学・産業

森山　光太郎

浦上　克哉

筒井　康隆

こどものアレルギー基礎BOOK

邪神の天秤 麻見　和史

日本の装束解剖図鑑 八條　忠基

ママじゃらん北海道　2021春夏 リクルート北海道じゃらん

人生何を成したかよりどう生きるか

有職故実の世界 八條　忠基

内村　鑑三

帝国の弔砲

小説火の鳥　大地編　上・下

１６８時間の奇跡

佐々木　譲

転職の魔王様

天を測る

坂口　恭平

おれたちの歌をうたえ 呉　勝浩

人新世の「資本論」

じゃらんで旅する北海道　2021～2022

５月 の 新 着 図 書

小さな神たちの祭り

５４字の物語　参

５４字の物語　怪

再建の神様

内館　牧子

氏田　雄介

江上　剛

心理・歴史・社会

貫井　徳郎

赤松　利市

長浦　京

中山　七里

大義 今野　敏

命日占い　未来編 かげした　真由子

文　　　　　　　学

職業政治家小沢一郎

約束の地　上・下 バラク・オバマ

佐藤　章

お金の学校

斎藤　幸平

祇園会

剣狼吠える 鳥羽　亮

乃南　アサ

佐伯　泰英

吸血鬼はレジスタンス闘士 赤川　次郎

谷川　流

高殿　円

涼宮ハルヒの直観

いっちみち

上流階級　其の３

新藤　洋一

長谷部　攝

芸術・体育・言語

文房具

狩猟教書

小さい農業で暮らすコツ

焚き火料理の本 小雀　陣二

暮らしの図鑑編集部

廃炉

大人が持ちたい日常バッグ

札幌の町中華

カウントダウン レスター・R・ブラウン

稲泉　連

鵜澤　希伊子

ぴあ

ブティック社

知られざる拓北農兵隊の記録

文　　　　　　　学（文庫本）

アンダードッグス

ラスプーチンの庭

悪の芽

隅田川心中

クララとお日さま カズオ・イシグロ

ジャックポット

血も涙もある

岡部　えつ

老親友のナイショ文 瀬戸内　寂聴

みっちんの声

湯どうふ牡丹雪

気がつけば地獄

大人の流儀　１０

山本　一力

河出書房新社

石牟礼　道子

ひとりなら、それでいいじゃない。

しつこくわるい食べもの

Gо　Tо　マリコ

渡辺　一枝

リクルート北海道じゃらん

氏田　雄介

武田　邦彦武器としての理系思考

鈴木　武蔵

稲川　右樹高校生からの韓国語入門

マスターズで勝つ！大人の卓球

ムサシと武蔵

新作クラフトバンド全集 松田　裕美

るるぶびじゅチューン！の旅 JTBパブリッシング

楽器の歴史 佐伯　茂樹

ふくしま　人のものがたり

世界史は化学でできている 左巻　健男

庭や街で愛でる野鳥の本 大橋　弘一

高田　明和

科学的に正しい認知症予防講義

久保　俊治



・ 恐竜トリケラトプスとケツァルコアトルス 黒川　みつひろ ・ ぽかぽかぐ～ん 角野　栄子

・ ねたふりゆうちゃん 阿部　結 ・ まえとうしろどんなくるま？　４ こわせ　もりやす

・ バルバルさん きょうはこどもデー 乾　栄里子 ・ モルモットのちゃもとけだまーず なかや　みわ

・ ぷっくりえんどうまめ いわさ　ゆうこ ・ ふたりはずっと アーノルド・ローベル

・ 炎炎ノ消防隊　５ 大久保　篤 ・ がっこうのおばけずかん おばけいいんかい 斉藤　洋

・ ほねほねザウルス　24 カバヤ食品株式会社 ・ 夢をかなえる未来ノート 本田　有明

・ サイコーの通知表 工藤　純子 ・ ひみつのポムポムちゃん 村山　早紀

・ 星のカービィまちがいさがし 苅野　　タウ ・ おしりダンディ　ザ・ヤング　２ トロル

・ おもしろ樹木図鑑 林　将之 ・ こども地政学 船橋　洋一

・ じぶんでよめるしょくぶつずかん 成美堂出版編集部 ・ J１＆J2＆J3選手名鑑　2021 サッカーダイジェスト責任

・ 激ヨワ人類史 長谷川　政美 ・ ふつうに生きるって何？ 井手　英策

・ 水中最強王図鑑 G.Masukawa ・ 激レア名字クイズ100   高信 幸男

じどうちしき

よみもの

えほん

パラリンピックは世界をかえる ルートヴィヒ・グットマンの物語

ローリー・アレクサンダー∥作

ナチスに追い詰められて、イギリスに逃げたルートヴィヒは、患者の治療にスポーツ

を取り入れた。病院で始まった小さな競技会は、やがて…。

パラリンピックを生んだ医師の伝記。

ももんちゃんどこへいくのかな？
とよた かずひこ∥さく・え

とっとことっとこ、ももんちゃんどこへいくのかな？どろんこじどうしゃ、ヘリコプターに

のったももんちゃんに、きんぎょさん、さぼてんさん、おばけさんもついてきた。ももん

ちゃんがやってきたのは…。

ちゃーぷちゃぷあひるちゃん
渡辺 朋∥文

ちゃーぷちゃぷできるところをさがしている、あひるちゃん。”みずたまり”はちいさす

ぎるし、”うみ”はしょっぱいし、”プール”はひとがいっぱいで、みずもつめたすぎ！そ

んなあひるちゃんがみつけた、ちゃーぷちゃぷできるばしょとは…？



・日　　時　６月２４日（木）　１８：３０～２０：００

・場　　所　コミュニティプラザ視聴覚室

・受　　付　６月４日（金）～６月１８日（金）

・人　　数　１５名まで（参加無料）

・対　　象　一般の方ならどなたでも

・持ち物　スマートフォン又はタブレット端末、

・問合せ　町立小清水図書館（☎62-2165）

 令和３年度　第１回図書館ワークショップ　

図書館の機能を使いこなそう！

賞 今月の
「家族で一緒に❕❕ 」

  本棚

 せっかくのゴールデン

 ウィーク、家族ででき

 全国の書店員が選んだ、受賞作品や最  る“何か”をしません

 ますので、ご来館の際はぜひ手に取っ  みました。

クジラたち』

 町田 その子

　図書館では上記のおはなし

　会のほかに、「いつでも読

 通常の本と同様に、貸出や予約ができ  も楽しめる本、集めて

 てみてください。

 ２０２１年度本屋大賞受賞作品

 終候補作品を館内で展示しています。

の機能を使ってみませんか？

どこでも使える、便利な図書館

５月のとしょかんおはなし会

 場所　図書館幼児コーナー

５月３１日（月）は図書整理休館日です

 か？家の中でも、外で

 ※新型コロナウイルスの関係で中止する時は連絡します。

本 屋 大

 を読もう！

　　　　　  　 利用者カード、マスク着用

　　　　　   　 (カードを紛失した方は申込時にお伝えください）

展示場所：話題の本コーナー

　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

※いただく場合がございます。ご了承ください。

『５２ヘルツの
 日時　５月２９日（土） １４：００～

　み聞かせ」を行っています。

＜申込方法＞ 図書館カウンターまたはお電話で受付けております

＜受付時間＞ 平日 ９：３０～２０：００ 土日祝 ９：３０～１７：３０

大人の

図書館講座


