
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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６月号

令和３年６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

なんで家族を続けるの？
内田 也哉子 中野 信子 著 文藝春秋

私たちは“普通じゃない家族”の子だった―。家族団欒を知らず

に育った内田也哉子と、両親の不和の記憶を抱えてきた中野信子が

語り合う、経験的家族論。『週刊文春WOMAN』『文春オンライ

ン』掲載に語り下ろしを追加。

今だから知りたいワクチンの科学
中西 貴之 著 技術評論社

ワクチンを正しく知って、効果とリスクを見極めよう！ワクチン

について、最低限知っておきたいことをまとめた入門書。感染症や

免疫に関する基礎知識から、ワクチンの働き、種類、歴史、未来ま

でをわかりやすく解説する。

だいじょうぶ、絵本があります
安藤 宣子 著 海鳥社

子育ての「困った」は絵本にお任せ！生活習慣の改善から、子ど

もの可能性を伸ばす絵本、ママを癒してくれる絵本まで３００冊の

おすすめ絵本を紹介します。

Day to Day
講談社 編 講談社

コロナ禍に集った小説家１００人が綴る、２０２０年４月１日以

降の日本。掌編・エッセイを日付順に集録する。

漫画集「MANGA  Dａｙ ｔｏ Ｄａｙ 上・下」も同時刊行。

養老先生、病院へ行く
養老 孟司 中川 恵一 著 エクスナレッジ

自身の大病、愛猫の死―。養老孟司が医療との関わり方、病院嫌

いの本当の理由、医療の限界と可能性、人生と死への向き合い方を、

みずからもがん患者である東大病院の名医とともに語る。ヤマザキ

マリとの鼎談も収録する。



みおりん

伊藤　健次

伊藤　調

舘浦　あざらしほっこり温泉北海道

阪堂　千津子

桃戸　ハルミステリ仕掛けの英単語

自然派ソロキャンプ浪漫

韓国語の語源図鑑

スポーツ観戦を楽しむ本 成美堂出版編集部

鳥獣戯画決定版 増記　隆介

あの夏の正解 早見　和真

東大女子のノート術

もっとやりすぎいきもの図鑑 今泉　忠明

鳥類学は、あなたのお役に立てますか？ 川上　和人

福田　千晶

下肢静脈瘤

草木屋

文　　　　　　　学（文庫本）

QED源氏の神霊

二十面相暁に死す

刑事の枷

沙林

宇宙の春 ケン・リュウ

どの口が愛を語るんだ

きみの傷跡

越智　月子

アウトサイダー　上・下 スティーヴン・キング

こころの散歩

道連れ彦輔居直り道中

片をつける

その落とし物は誰かの形見かもしれない

逢坂　剛

梶　よう子

五木　寛之

おじさんはどう生きるか

３人で親になってみた

アウシュヴィッツで君を想う

岩合　光昭

徳間書店

芸術・体育・言語

わたしの理想のキッチン

庭にほしい木と草の本

ボス猫

業務スーパー120％活用法 業務田　スー子

雅姫

るるぶ宇宙

家の和食はシンプルでいい

ﾜﾝﾊﾟﾝで面倒なし！ﾌﾗｲﾊﾟﾝ飯革命

トコトンやさしい土木技術の本 溝渕　利明

林　公代

梁川　正

リュウジ

大庭　英子

袋栽培でかんたん野菜づくり

鬼神の叫び

オクトーバー・リスト ｼﾞｪﾌﾘｰ・ﾃﾞｨｰｳﾞｧｰ

金子　成人

鳥羽　亮

夜空に泳ぐチョコレートグラミー 町田　そのこ

林　真理子

稲葉　稔

私はスカーレット　４

ごんげん長屋つれづれ帖　２

武士の流儀　５

６月 の 新 着 図 書

白鳥とコウモリ

息子のボーイフレンド

ミュゲ書房

天使と悪魔のシネマ

東野　圭吾

秋吉　理香子

小野寺　史宜

心理・歴史・社会

堂場　瞬一

帚木　蓬生

高田　崇史

辻　真先

南紀殺人事件 内田　康夫

アドラー性格を変える心理学 岸見　一郎

文　　　　　　　学

Z世代

内閣総理大臣 大下　英治

原田　曜平

家族と国家は共謀する

横手　彰太

東山　彰良

新型コロナとワクチンのひみつ

小布施・地獄谷殺人事件 梓　林太郎

危機の日本史 佐藤　優

ヤマザキマリの世界逍遙録 ヤマザキ　マリ

無心セラピー

人間の器 丹羽　宇一郎

辛酸　なめ子

代理母、はじめました

あしたの官僚

つまらない住宅地のすべての家

垣谷　美雨

キネマの神様　ディレクターズ・カット

泳ぐ者

信田　さよ子

悪魔には悪魔を 大沢　在昌

老後の年表

北海道の山

エディ・デ・ウィンド

周木　律

津村　記久子

原田　マハ

藤野　恵美

青山　文平

お米を食べる！ダイエット

そもそも血糖値ってなんですか？

医学・家庭・工学・産業

岩井　三四二

文響社

本日も晴天なり

せきしろ

松任谷　正隆

杉山　文野

花下に舞う

田中家の三十二万石

近藤　誠

しらい　のりこ

最新カタカナ栄養素事典 藤井　義晴

あさの　あつこ



・ あきらがあけてあげるから ヨシタケ　シンスケ ・ なぁなぁ、あそぼ～！ さいとう　しのぶ

・ きたきつねとはるのいのち 手島　圭三郎 ・ ねずみくんのピッピッピクニック なかえ　よしを

・ これが鳥獣戯画でござる 結城　昌子 ・ ねむろんろん 村中　李衣

・ 10ぴきのおばけとおおきなふね にしかわ　おさむ ・ ありえない！ エリック・カール

・ ダヤンと森であそぼう 池田　あきこ ・ もしかして… ヒド・ファン・ヘネヒテン

・ あおぞらこども食堂はじまります！ いとう　みく
・ 名探偵コナン赤井秀一緋色の回顧録（メモワール）
　セレクション狙撃手の極秘任務（アンダーカバー） 酒井　匙

・ りんごの木を植えて 大谷　美和子
・ もちもち♥ぱんだ
　もちぱんのもやもやヤキモチ注意報

たかはし　みか

・ さいごのゆうれい 斉藤　倫 ・ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１５ 廣嶋　玲子

・ 恐怖コレクター　巻ノ１６ 佐東　みどり
・ 映画クレヨンしんちゃん
　謎メキ！花の天カス学園

蒔田　陽平

・ つくるくちばし とりのくちばし編集委員会 ・ 大人も知らない！？SDGsなぜなにクイズ図鑑 笹谷　秀光

・ 海・川の危険生物スペシャル 今泉　忠明 ・ 日本の歴史生活図鑑ビジュアルブック 山田　康弘

・ ざんねんないきもの事典　ますます 今泉　忠明 ・ 登り続ける、ということ。 野口　健

・ 世界一トホホな算数事典 細水　保宏 ・ マンガでよくわかる！９９％抜けるドリブル理論 岡部　将和

・ いやな気持ちは大事な気持ち 大河原　美以 ・
サッカーがもっとうまくなる！
　マンガ自分の武器の見つけ方

岡部　将和

えほん

よみもの

じどうちしき

青空モーオー！
堀米 薫∥作

夏休み、遠く離れた牧場で働くいとこに「うちの牧場に来ない？」と誘われた小学４年

生の陸。家族と離れ、７日間、牛や牧場の人たちと過ごすことになり…。

おさるのジョージあいうえおBOOK
小学館∥出版

しりたがりやのこざるのジョージは、なんでもしらべてみないときがすみません。そん

なジョージといっしょに「ひらがな」のせかいへしゅっぱつしましょう！

たべたのだーれだ？
たむら しげる∥さく

チーズをたべたのだーれだ？チューチュー、モグモグ。ねずみのかぞく。たべものに

あいた“あな”からのぞいているかおをヒントに、「たべたのだーれだ？」と、あてっこし

ながらたのしむあなあきえほん。



６月３０日（水）は図書館整理休館日です。

雑誌休刊のお知らせ

右記の雑誌が休刊になりました。各紙の最終

号につきましては、通常の本と同じように借り

ることができますので、ご来館の際にはどうぞ

ご利用ください。

休刊した雑誌と最終号

『日本カメラ』

2021年5月号

『ミセス』

2021年４月号

カメラ雑誌『ＣＡＰＡ』が入りました！

休刊となった『日本カメラ』に代わり、『CAPA（キャパ）』が新しく

図書館に入りました。ぜひ読んでみてください。

※ 現 在 の 最 新 号 は 、 次 月 号 の 刊 行 後 に 貸 出 で き ま す 。

2021年6月号から！

外は暖かく天気もいい！

今日はお出かけ日和かな？

さんぽで見つけた植物や鳥の名前、

本で探してみませんか？

さんぽで見つけた

あれ なあに？

今月の本棚

としょかんおはなし会

中止のおしらせ

新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、６月に予定していたおはなし会は、

中止とさせていただきます。

５月号でお知らせをしておりました、

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！」ですが、新

型コロナウイルスの感染拡大を防止す

るため、中止とさせていただきます。

楽しみにしてくださっていた皆様には

大変申し訳ありません。どうかご理解

くださいますようお願い申し上げます。

図書館ワークショップ

中止のおしらせ
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