
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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９月号

令和３年９月８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

漢方的おうち健診
櫻井 大典 著 学研プラス

顔は「不調のサイン」をうつし出す鏡のようなもの。顔をみると

わかる不調とその原因を「五臓」をベースにひもとき、体が必要と

している養生法を紹介する。五臓・気血水チェックリストも掲載。

日本全国ゴミ清掃員とゴミのちょっといい話
滝沢 秀一 著 主婦の友社

ゴミ分別を教えてくれるＡＩ、２４時間営業の生ゴミボックス、

非食用米を使ったバイオマスプラスチックのゴミ袋、美しすぎるゴ

ミ処理場…。日本全国、各自治体のゴミへの取り組みやちょっとい

い話を紹介する。

日本の世界文化遺産
クレヴィス

日本の風土・文化をテーマに撮影を続け、日本の写真界に大きな

足跡を残す１７人の写真家たちの名作１２０点を収録。世界に誇る

日本の文化遺産の魅力・独自性を紹介する。

九十八歳。戦いやまず日は暮れず
佐藤 愛子 著 小学館

「戦いすんで日が暮れて」から５２年。いまだ戦いやまず日は暮

れず…。「算数バカの冒険」「小さなマスク」「釈然としない話」

など、愛子節がたっぷりのエッセイを全２１編収録。

観て楽しい育てて美味しい野菜の再生栽培
大橋 明子 著 産業編集センター

ブロッコリー、コマツナ、トマト、ひよこ豆…。苗や種を購入せ

ずに、キッチンにある野菜の切れ端を利用して再収穫をめざす再生

栽培。栽培方法のコツ＆ポイントをイラストでわかりやすく紹介す

る。



浅野　みや

椎名　誠

三津田　信三

池上　彰なぜ世界を知るべきなのか

荒井　裕介

中川　裕ﾆｭｰｴｸｽﾌﾟﾚｽﾌﾟﾗｽ　アイヌ語

東京オリンピック２０２０

タープワーク

山下清 山下　浩

もっと知りたい尾形光琳 仲町　啓子

おぼえていても、いなくても 蛭子　能収

子育ての「呪い」が解ける魔法の言葉

虫のぬけがら図鑑 安田　守

野草と暮らす３６５日 山下　智道

峰　宗太郎

こむら返り

山下　惣一

文　　　　　　　学（文庫本）

東シナ海開戦　６

ロータスコンフィデンシャル

テスカトリポカ

霧をはらう

ヒロシマを暴いた男 ﾚｽﾘｰ・M.M.ﾌﾞﾙｰﾑ

屋根裏のチェリー

彼岸花が咲く島

島本　理生

シルクロード 安部　龍太郎

もういちど

星のように離れて雨のように散った

アガワ流生きるピント

畠中　恵

成毛　眞

河出書房新社

「ことば」に殺される前に

渡る世間にやじ馬ばあさん

老いる意味 森村　誠一

安田　就視

北海道新聞社

芸術・体育・言語

ｲﾁから基礎がよくわかる手ぬいの基本ﾚｯｽﾝ

農の明日へ

北海道の国鉄アルバム　下巻

子どもオレンジページ　No3 オレンジページ

高橋　恵美子

日本の乗用車図鑑　1992-1996

おうち時間を楽しく！毎日のｴﾌﾟﾛﾝ

最終結論「発酵食品」の奇跡

わたしの“ちょうどいい”モノ選び Eｍｉ

自動車資料保存委員会

田向　健一

小泉　武夫

ブティック社

フェレット飼育バイブル

勘定侍柳生真剣勝負　４

のっとり藤兵衛 鳥羽　亮

稲葉　稔

上田　秀人

合唱組曲・吸血鬼のうた 赤川　次郎

小路　幸也

秋川　滝美

隠れの子

浪人奉行　１１ノ巻

きよのお江戸料理日記　２

９月 の 新 着 図 書

Ｐｈａｎｔｏｍ

夏休みルーム

忌名の如き贄るもの

朔が満ちる

羽田　圭介

はやみね　かおる

窪　美澄

心理・歴史・社会

佐藤　究

雫井　脩介

大石　英司

今野　敏

兇人邸の殺人 今村　昌弘

新５０代は悩み多きお年頃 槇村　さとる

文　　　　　　　学

経済のトリセツ

なぜ君は総理大臣になれないのか 大島　新

山形　浩生

ケアマネジャーはらはら日記

南　和行

吉田　篤弘

薬膳・漢方の毒出し食材大全

ｉｎｖｅｒｔ 相沢　沙呼

お一人さま逃亡温泉 加藤　亜由子

今日も世界の果てまでひとりっぷ　4 ひとりっＰ

北海道遺産完全ガイド

しっぽのある温泉 舘浦　あざらし

佐藤　圭樹

我が産声を聞きに

もどかしいほど静かなオルゴール店

ミラーワールド

白石　一文

ブランド

白光

岸山　真理子

がん消滅の罠　暗殺腫瘍 岩木　一麻

夫婦をやめたい

漂流者は何を食べていたか

瀧羽　麻子

椰月　美智子

吉田　修一

李　琴峰

朝井　まかて

リュウジのコンビニレストラン

しっかりわかるﾜｸﾁﾝと免疫の基礎知識

医学・家庭・工学・産業

北方　謙三

出沢　明

向田邦子

阿川　佐和子

高橋　源一郎

橋田　壽賀子

噂を売る男

チンギス紀　１１

薬日本堂

リュウジ

痩せるズボラ飯 じゅん

梶　よう子

HONZが選んだノンフィクション



・ おさかなちゃんのあのね、ママ ヒド・ファン・ヘテヒネン ・ だーっこだっこ にへい　たもつ

・ ど～こだ？ ヒド・ファン・ヘテヒネン

・ あかいさんりんしゃ 犬飼　由美恵 ・ せんろをまもる！ドクターイエロー 鎌田　歩

・ おばけにプレゼントくれませんか？ せき　ゆうこ ・ だいじだいじどーこだ？ えんみ　さきこ

・ カラフルなひとりごと 種村　有希子 ・ 子どもの本で平和をつくる キャシー・スティンソン

・ すいめん 高久　至 ・ ムーミン一家の海の冒険 トーベ・ヤンソン

・ たとえ悪者になっても 佐藤　真澄 ・ 難民選手団 杉田　七重

・ だいすきなキモチ みずの　まい ・ ロウリーのいい子アドベンチャー ジェフ・キニー

・ ようかいじいちゃんあらわる 最上　一平 ・ コレットとわがまま王女 ルイス・スロボドキン

・ ドラえもん探究ワールド動物園のなぞ 藤子・F・不二雄 ・ お仕事図鑑３００ １６歳の仕事塾

・ ひらめき！プログラミングワールド 狩野　さやか ・ じぶんでよめるさかなずかん 成美堂出版編集部

・ たべものびっくり事典 こざき　ゆう ・ サンリオキャラクターズとかわいいクラフトいしかわ　まりこ

じどうちしき

よみもの

えほん

えほん（乳幼児向け）

ゆれるシッポ、ふんじゃった！
今西 乃子∥著

毎日楽しくすごしていた、10歳の犬・きららと15歳の犬・未来。ある日、未来がきらら

のシッポをふんづけました。きららがうなってにらんでも、未来はきょとんとした顔をし

ていて…。

水族館 いきものとひとのいちにち
ほりかわ あやこ∥さく

すいぞくかんは、いきものとひとがであうばしょ。すいぞくかんの、いちにちのようすを

とおして、てんじのくふうや、はたらいているひとたちのようすをみてみよう。

そんなわけでスポーツはじめちゃいました！図鑑
粟生 こずえ∥文

世界中で行われているスポーツ１２０種類の始まりを、現在のルールとともに、イラス

ト入りでわかりやすく紹介。昔の人の探求心やひらめき、思わず笑ってしまうエピソー

ドがたくさん！



　

　新型コロナウイルス対策を

　取り入れた上で、様々なお

※いただく場合がございます。ご了承ください。

９月３０日（木）は図書整理休館日です

　軽にご参加ください。

※新型コロナウイルスの関係で、中止とさせて

　話を行います。どうぞお気

日時　９月２５日（土） １４：００～

場所　図書館幼児コーナー

 　今月の本棚

 「グルメ小説」

９月のとしょかんおはなし会

  工作教室  ちょっとこわい
 お話をしました

  をしました

図書館まつり

中止のおしらせ
夜が長くなる季節。読んでいる

と、ついお腹がなってしまうよう

な小説で、食欲の秋を先取りし

ませんか。

８月４日（水）に夏休み子ども工作教室

を開きました。午前の部はミニ四駆を作

り、完成した後はレースを行ない、盛り

上がりました。午後の部では、アマビエ

グッズを作りました。コースターや下じ

きを自由に装飾して、思い思いに楽し

んでくれたようでした。

８月５日（木）に、夏のおはなし会スペ

シャルを行ないました。お化けが出そ

うな会場の雰囲気を楽しみながら、

子どもたちは最後までお話を聞いてく

れました。

新型コロナウイルスの終息が

未だ見込めないため、今年度

の図書館まつりを中止させ

ていただきます。

楽しみにしてくれていた皆様に

は 、 心 よ り お 詫 び 申 し 上 げ

ます。

町立小清水図書館


