
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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８月号

令和３年８月１１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

スケッチジャーナル
ハヤテノ コウジ 著 G．B．

「スケッチジャーナル」とは、手帳やノート等の身近なツールを

使って、人生を記録する絵の日誌のこと。記録と振り返りを通じて

「自己肯定感を高める」ことを目的とする、スケッチジャーナルの

始め方、続け方などを紹介する。

世界の天変地異
マッティン・ヘードベリ 著 日経ナショナルジオグラフィック社

異常気象はなぜ起こるのか？いつ起こるのか？気候と世界の天候

はどのように関係しているのか？世界各地で見られる天変地異を迫

力ある写真で紹介し、わかりやすく解説する。

脳活パズル＆クイズ北海道１７９
石田 竹久 著 北海道新聞社

「北海道」がまるごとパズル、クイズに――。問題数は道内市町

村の数と同じ１７９問。幅広い層が楽しく取り組める脳活本で、北

海道ＩＱ１７９を目指しましょう！

終活の準備はお済みですか？
桂 望実 著 KADOKAWA

独身・子無し・仕事一筋で生きてきたキャリアウーマン、突然の

ガン宣告で人生が一変した若きシェフ、７０歳で貯金ゼロの未来予

想図を突き付けられた終活相談員…。終わりに直面した人々の、そ

れぞれの「終活」。

食と農のプチ起業
小野 淳 著 イカロス出版

東京都国立市でコミュニティ農園を運営する著者が、「食・農の

小さいビジネス」を自分で立ち上げ、長くしたたかに、楽しく続け

ていくための実例とノウハウを紹介する。プチ起業家９人のインタ

ビューも収録。



食卓で読む一句、二句。

夏井　いつき

岸本　尚毅

伊藤　比呂美

婿どの相逢席

作家と犬

藤田　絋一郎

ずぼらめしじぇーぴー

志麻さんの魔法のソースレシピ 志麻

西條　奈加

十七音の旅

寺地　はるな

寺地　はるな

本谷　有希子

京極　夏彦

今野　敏

15分でできるゆる定食レシピ

方向音痴って、なおるんですか？

医学・家庭・工学・産業

平凡社編集部

今泉　忠明

原田　ひ香

子どもの幸せは腸が７割

越後・親不知翡翠の殺人 梓　林太郎

私たちの真実 カマラ・ハリス

ご当地絶景北海道 昭文社

弘法大師の世界

「勘違い」だらけの日本文化史 八條　忠基

武内　孝善

琥珀の夏

雨夜の星たち

声の在りか

辻村　深月

あなたにオススメの

宗棍

宮下　由多加

ボーンヤードは語らない 市川　憂人

だから、あの人は嫌われる

リスク大全

８月 の 新 着 図 書

医学のつばさ

神よ憐みたまえ

雨の日は、一回休み

象の皮膚

海堂　尊

小池　真理子

佐藤　厚志

心理・歴史・社会

皆川　博子

薬丸　岳

樋口　明雄

真梨　幸子

三毛猫ホームズの懸賞金 赤川　次郎

よくわかる一神教 佐藤　賢一

文　　　　　　　学

「コツコツ投資」が貯金を食いつぶす

金正恩と金与正 牧野　愛博

荻原　博子

スマホで防災

吉原　珠央

要訣

われらが痛みの鏡　上・下 ピエール・ルメートル

佐伯　泰英

上田　秀人

鴨川食堂ごちそう 柏井　壽

忍丸

矢崎　存美

わが家は幽世の貸本屋さん　5

一夜の夢

ランチタイムのぶたぶた

小杉　眞紀

岡田　潤

芸術・体育・言語

世界家庭料理の旅

猫にいいこと大全

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｴﾝｼﾞﾆｱになるには

罪なきレシピ AYA

織田　博子

リュック作り教室

はじめまして韓国カフェスイーツ

ヤセ菌で最強の食べヤセ

感じのいい、大人服 美濃羽　まゆみ

水野　佳子

折笠　俊輔

オレンジページ

福本　美樹

農家の未来はﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ思考にある

文　　　　　　　学（文庫本）

還らざる聖域

まりも日記

インタヴュー・ウィズ・ザ・プリズナー

ブレイクニュース

南の風に誘われて 椎名　誠

ランチ酒　３

遠巷説百物語

小路　幸也

人間であることをやめるな 半藤　一利

どこからか言葉が

君と歩いた青春

夏井いつきの俳句道場

谷川　俊太郎

櫂　未知子

夏井　いつき

ひらめく！作れる！俳句ドリル

ショローの女

人生「散りぎわ」がおもしろい 下重　暁子

朝里　樹

深津　嘉成

坂井　希久子

ブレイディ　みかこ他者の靴を履く

飯田　絵美

学研プラス上品なことば選び辞典

花言葉花の絵図鑑

遺言

ぼくのお父さん 矢部　太郎

街場の芸術論 内田　樹

みにくいマルコ にしの　あきひろ

日本怪異妖怪事典　北海道

３時間でわかる化学 ニュートンプレス

生命海流 福岡　伸一

吉玉　サキ

あえるよ！山と森の動物たち

茂木　千恵



・ あっぱれ！どぐうちゃん 堀切　リエ ・ ちんあなごのちんちんでんしゃ 大塚　健太

・ エレベーター 有田　奈央 ・ デリバリーぶた 加藤　休ミ

・ おふろひえてます とよた　かずひこ ・ とうもろこしぬぐぞう はらしま　まみ

・ スイカワンときもだめし 澤野　秋文
・
ナキウサギの山 本田　哲也

・ そらまめくんのまいにちはたからもの なかや　みわ ・ ハミガキクエスト 山岡　ひかる

・ おねえちゃんって、ちょっぴりせのび！ いとう　みく ・ 10分で読めるこわい話　１年生 藤田　のぼる

・ トムと３時の小人 たかどの　ほうこ ・ 10分で読めるこわい話　２年生 藤田　のぼる

・ にじいろフェアリーしずくちゃん　４ 友永　コリエ ・ 炎炎ノ消防隊　６ 大久保　篤

・ さよならのたからばこ 長崎　夏海 ・ 君のとなりで。　５ 高杉　六花

・ スラスラ書ける読書感想文　小学１・２年生 上條　晴夫 ・ 防災ハンドメイド 辻　直美

・ スラスラ書ける読書感想文　小学３・４年生 上條　晴夫 ・ 心理学を使ってこころを整理する本 齊藤　勇

・ スラスラ書ける読書感想文　小学５・６年生 上條　晴夫 ・ アイスクリームここが知りたい！ みずな　ともみ

・ NHK子ども科学電話相談鳥スペシャル！
NHK「子ども科学電話
相談」制作班 ・ マンガでよくわかるねこねこ日本史　ジュニア版　８ そにし　けんじ

・
NHK子ども科学電話相談
　　　　　　　　天文・宇宙スペシャル！

NHK「子ども科学電話
相談」制作班 ・ 小学生の英語のギモン相談室

NHK「基礎英語Ｏ」
制作班

じどうちしき

よみもの

えほん

トムとジェリーをさがせ！わくわく！オリンピック＆パラリンピック
宮村 奈穂∥絵

こんかいは、オリンピックとパラリンピックのかいじょうにかくれてるみたい。“たいそ

う”や“くるまいすバスケットボール”などのきょうぎかいじょうにかくれている、トムとジェ

リーをさがしてみよう。

すごい虫ずかん ひるの虫とよるの虫
じゅえき太郎∥作

むしはしゅるいによって、くらしているばしょも、かつどうするじかんもちがいます。ふ

だんみられないむしのせかいをのぞいてみよう！

正吉とヤギ
塩野 米松∥文

家に子ヤギがやってきて正吉は大喜び。小屋をつくったり草原に連れていった。けれ

ど、ある日、海の方ですごい音が聞こえた。海にはたくさんの黒い軍艦（ぐんかん）が

現れ…。



第１６５回直木賞受賞作品①

『彼岸花が咲く島』

李　琴峰

『星落ちて、なお』

澤田　瞳子

８月のとしょかんおはなし会

第１６５回芥川賞受賞作品①

『貝に続く場所にて』

第１６５回芥川賞受賞作品②

石沢　麻依

８月３１日（火）は図書整理休館日です

第１６５回直木賞受賞作品②

『テスカトリポカ』

佐藤　究

今月の本棚　

「キャンプ」

芥川賞・直木賞を読もう！

新型コロナウイルス対策を取り入れた上

で、様々なお話を行います。どうぞお気

軽にご参加ください。

※新型コロナウイルスの

関係で、中止させていた

だく場合がございます。

ご了承ください。

日時 ８月２８日（土）１４：００～

場所 図書館幼児コーナー

～認知症啓発月間～
認知症の本コーナーの設置

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、町立小清水図書館では、「世界アルツハイマー月間」にあわせ、

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。

認知症予防や支え合い体制づくりに向けた第一歩として、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。

【設置期間】

令和３年９月１日（水）

～９月２９日（水）

【設置場所】

町立小清水図書館内

共 催 町立小清水図書館・小清水町

１人でも、家族でも楽しめるキャンプ。い

つものキャンプをもっと楽しめるように、

キャンプ関連の本を集めてみました。

以下の受賞作品を、コーナーに展示してお

ります。興味のある方は、ぜひ読んでみて

ください。コーナーにない場合は、予約を

カウンターで受け付けております。

展示場所：話題の本コーナー


