
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

火曜日～日曜日：午前９時３０分～午後６時

＊休館日

毎週月曜日

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

２０２２年５月号

令和４年５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

一冊でわかる鎌倉時代
大石 学 監修 河出書房新社

鎌倉時代とはいったいどんな時代だったのか？１４０年以上の朝

廷（公家）と幕府（武家）の二元権力の実態とは？初の武家政権の

歩みを、同時代の世界情勢も含め、図表やイラストを交えてわかり

やすく解説する。

知識ゼロでも楽しく読める！自律神経のしくみ
荒木 信夫 監修 西東社

自律神経が乱れるってどういうこと？体内時計ってなに？自律神

経によい食べ物はなに？赤ちゃんでも自律神経は乱れる？心と体が

整う自律神経の知識を、イラストとともに解説する。

スリルライフ
新庄 剛志 著 マガジンハウス

「チームプレーはいらない」「全力プレーより80％の力でいい」

…。奇想天外な言動の裏に隠された、「努力」と「人生哲学」とは。

１３の自伝的ストーリーと７９の質問から、人間・新庄剛志の真の

姿に迫る。

背進の思想
五木 寛之 著 新潮社

ひたむきに「前進」するだけが、生きることではない。人間は記

憶と過去の集積体なのだ。時には、後ろを向きながら前へ進む―。

混迷と不安の時代を生き抜く〈反時代的〉思考法。

北海道を味わう
小泉 武夫 著 中央公論新社

豊饒の海と豊穣の大地、銀鱗煌めく清流と湖。四季それぞれに異

なる食材や料理がはっきりと区別できる北海道。無類の食いしん坊

を自認する発酵学の第一人者が、備忘録やメモをもとに、北の大地

の食随想を四季別に綴る。



ルナ・キョン

宝島社

桐野　夏生

池田　清彦親ガチャという病

書籍編集部

齋藤　孝大人の語彙力「時事教養」大全

サクラマス釣り北海道

藤井聡太の鬼手 令和元年・2年度版

第三の人生は、後半へ続く！ キートン山田

もっと知りたいアイヌの美術 山崎　幸治

スマイル！カーリング女子日本代表 北海道新聞社

知っておきたい！韓国ごはんの常識

科学のトリセツ 元村　有希子

怖くて眠れなくなる元素 左巻　健男

本川　達雄

北海道の病院　２０２２

生田　誠

文　　　　　　　学（文庫本）

シャルロットのアルバイト

0

いえ

稔と仔犬　青いお城

老いの正体 森村　誠一

古本食堂

空にピース

新堂　冬樹

カムカムマリコ 林　真理子

石原慎太郎と日本の青春

なごり雪

うまれることば、しぬことば

文藝春秋

朝日新聞出版

中村　隆道

これは、アレだな

幸福幻想

犬棒日記　続 乃南　アサ

つり人社北海道支社

芸術・体育・言語

大人のこなれワンピース

図説なつかしの遊園地・動物園

45歳からの定番おしゃれﾚｯｽﾝ 堀川　波

日本ヴォーグ社

新しい和の庭づくり

フリースタイル着物コーデBOOK

大人になったら､着たい服　2022春夏

ざんねんなクルマ図鑑 昭和自動車研究会

庭連

猫びより編集部

主婦と生活社

みさまる

猫にひろわれた話

独り立ち

竜虎攻防 鳥羽　亮

上田　秀人

佐伯　泰英

珈琲店タレーランの事件簿　７ 岡崎　琢磨

神永　学

新堂　冬樹

心霊探偵八雲Short Stories

京乱

ろくでなしとひとでなし

５月 の 新 着 図 書

ピンク色なんかこわくない

春のこわいもの

燕は戻ってこない

はじめての

伊藤　朱里

川上　未映子

島本　理生

心理・歴史・社会

小野寺　史宜

遠藤　周作

近藤　史恵

堂場　瞬一

テウトの創薬 岩木　一麻

一遍を生きる ひろ　さちや

文　　　　　　　学

祝祭の陰で　2020-2021

コロナ後の未来 ﾕｳﾞｧﾙ・ﾉｱ・ﾊﾗﾘ他

雨宮　処凛

子どもが心配

山川　徹

原田　ひ香

女はいつも、どっかが痛い

花嫁、街道を行く 赤川　次郎

アイヌモシリ・北海道の民衆史 続 杉山　四郎

るるぶサ活 ＪＴＢﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

東アジアと日本

江戸幕府の北方防衛 中村　恵子

吉村　武彦

レジェンドアニメ！

包帯クラブ　ﾙｯｸ・ｱｯﾄ・ﾐｰ！

ミシンと金魚

辻村　深月

奇跡

信長、鉄砲で君臨する

養老　孟司

無明 今野　敏

最期の声

日本の泊まれる〇〇

天童　荒太

永井　みみ

林　真理子

藤岡　陽子

門井　慶喜

ｷｬﾍﾞﾂあったら、これつくろ！

ラジオ深夜便うたう生物学

医学・家庭・工学・産業

澤田　瞳子

北海道新聞社

いちばんやさしい作詞入門

酒井　順子

高橋　源一郎

中村　うさぎ

チンギス紀　１３

漆花ひとつ

やまざき　あつこ

オレンジページ

りえさんの365日のお漬け物 大島　りえ

北方　謙三

司馬遼太郎もうひとつの幕末史



● あかちゃんといっしょ えがしら　みちこ ● ないしょないしょのももんちゃん とよた　かずひこ

● おなまえおしえて 新井　洋行 ● パンダのんびりたいそう いりやま　さとし

● あかちゃんがきた！ サトシン ● ごめんねゆきのバス むらかみ　さおり

● かみはこんなにくちゃくちゃだけど ヨシタケ　シンスケ ● たんぽぽのちいさいたねこちゃん なかや　みわ

● くだもののずかん 大森　裕子 ● なまけていません。 大塚　健太

● ３分間サバイバル 未来を変えろ！天才の発想 粟生　こずえ ●

● スイッチ ココロ　直 ● タヌキの土居くん 富安　陽子

● まちのおばけずかん　おばけコンテスト 斉藤　洋 ● なりたいアナタにプロデュース。　1   浪速 ゆう

● 目まもりドリル 平松　類 ● コンピュータ＆プログラミングキャラ図鑑 石戸　奈々子

● この都道府県がオンリーワン！ 汐文社 ●

● クイズで学ぼう季語の世界 齋藤　孝 ● 13歳までに伝えたい男の子の心と体のこと やまがた　てるえ

じぶんでよめるとりずかん　　　　　成美堂出版編集部

ようじむけ　えほん

じどうちしき

よみもの

えほん

脱出クラブ　　　黒　史郎，ささき　かつお，萩原　弓佳

げんこつやまのたぬきさん
とよた かずひこ∥作 世界文化ワンダークリエイト

げんこつやまにのぼってきた、うさぎさん、ぶたさん、くまさん、ぱんださん…。き

んぎょさんとなまずさんものぼれるかな？ 「げんこつやまのたぬきさん」のおはな

しえほん。

ニッキーとヴィエラ
ピーター・シス∥作 ＢＬ出版

その人が救ったのは、６６９人の子どもの命、そして未来だった。第二次世界大

戦中、ナチスからチェコスロバキアのユダヤ人の子どもを逃がしたイギリス人男性

ニッキーと、ユダヤ人の女の子ヴィエラ、その２人の物語。（小学校高学年向け。）

３かいなかしたろか
くすのき しげのり∥さく 石井 聖岳∥え 東洋館出版社

となりのせきのたかのりくんは、ちょっとえらそうなところがはなにつくが、ぼくはい

われっぱなし。あるひのやすみじかん、かおにボールがぶつかったたかのりくん

がなきじゃくっていた。いま、ぼくにできることは…。



日 月 火 水 木 金 土
1 ② 3 4 5 6 7

8 ⑨ 10 11 12 13 14

15 ⑯ 17 18 19 20 21

22 ㉓ 24 25 26 27 28

29 ㉚ ㉛

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 ⑥ 7 8 9 10 11

12 ⑬ 14 15 16 17 18

19 ⑳ 21 22 23 24 25

26 ㉗ 28 29 ㉚

５月

６月

丸で囲われている日は、休館日です。

（月末は蔵書点検のためお休みです。）

５月のとしょかんおはなし会

日時 ５月２８日（土）１４：００～

場所 図書館幼児コーナー

※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。

📚 ５月と６月のお休み📚

こどもの読書週間！

今月の本棚

「自転車に乗ろう」
気軽な移動手段として用いられる自転車。

自転車の交通ルールの本や、自転車に

乗って旅をした人の本など、自転車にか

かわる本を集めました。

「こびと探し」では、毎年様々

な場所に隠れているこびとを、注

意深く探しながら、時々ヒントを

もらいながら、多くの子どもたち

が探してくれました。

一方、「こどもむけ！おたのし

み袋」は、少し入れる袋を変えて、

幼児から中高生向けと幅広い対象

の袋をご用意しました。

こどもの読書週間イベントとして、「こびと探し」と「こども

むけ！おたのしみ袋」を行ないました。

こどもむけ！おたのしみ袋（館内入り口付近）

こどもむけ！おたのしみ袋（幼児コーナー）

「こどもむけ！おたのしみ袋」

は５月２２日まで開催中！


