
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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６月号

令和４年６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

地図でスッと頭に入るヨーロッパ４７カ国
ジョン・タウンゼント 監修 昭文社

思想・文化・科学…全てはここから始まった！ヨーロッパにある

４７カ国が、現在に至るまでどのような道程を辿ってきたのかを、

イラストを交えて簡潔にまとめる。各国の史跡や名所、特産品、料

理、国を代表する人物等も掲載。

４７都道府県日本全国地元食図鑑
菅原 佳己 著 平凡社

ソフトカツゲン、上州ひもかわ、せみ餃子…。スーパーマーケッ

ト研究家が全国各地のスーパーで見つけた、地元で愛され続ける、

１３１の日常食を紹介する。朝日新聞土曜別刷版『ｂｅ』連載を書

籍化。

大人の語彙力「時事教養」大全
齋藤 孝 著 KADOKAWA

DX、SDGｓ、ウイグル族、親ガチャ…。時事用語について、歴

史や背景などの教養を掘り下げ、同時に使われることの多い用語を

重要語と知っておくと良い言葉に分けて解説する。賢さに深みを出

す３３テーマ、６８６語を収録。

マスカレード・ゲーム
東野 圭吾 著 集英社

解決の糸口すらつかめない３つの殺人事件。共通点は、被害者が

みな過去に人を死なせた者であることだった。被害者たちを憎む遺

族らがホテル・コルテシア東京に宿泊することが判明し、新田浩介

は再び潜入捜査を開始する―。

活かして勝つ
稲葉 篤紀 著 中央公論新社

２０２１年夏、東京五輪で激闘の末に金メダルを獲得した野球日

本代表。その監督を務めた稲葉篤紀が、代表選手たちの能力を存分

に活かす起用法、モチベーションを高める接し方など、チーム作り

の舞台裏を明かす。



噤みの家 リサ・ガードナー 推し活英語 劇団雌猫

新・浪人若さま新見左近　１０ 佐々木　裕一 将棋のひみつ 羽生　善治

老いて華やぐ 瀬戸内　寂聴 ＣＡＲ　ＣＡＭＰＩＮＧ 山と溪谷社

幻想遊園地 堀川　アサコ 永遠の今 フジコ・ヘミング

きよのお江戸料理日記　３ 秋川　滝美 砂まみれの名将 加藤　弘士

文　　　　　　　学（文庫本） 芸術・体育・言語
居酒屋ぼったくり　おかわり！ 秋川　滝美 もっと知りたい円山応挙 樋口　一貴

最後の大君 ｽｺｯﾄ・ﾌｨｯﾂｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

月曜日は水玉の犬 恩田　陸 北の200万都市　生らサッポロ 日本経済新聞社

60歳、ひとりを楽しむ準備 岸本　葉子 庭を彩る宿根草図鑑 渡辺　均

タダキ君、勉強してる？ 伊集院　静 スキマをうめる収納ルール 森の家

折れない言葉 五木　寛之 ざんねんなお城図鑑 おぐし　篤

短歌の時間 東　直子 ふんわりもっちり米粉のﾊﾟﾝとお菓子 石澤　清美

夏井いつき、俳句を旅する 夏井　いつき 柴田理恵のきもの好日 柴田　理恵

西村京太郎の推理世界 オール讀物 薬膳ナムル手帖 植木　もも子

ちいさな世界 せな　けいこ まいにち酒ごはん日記 ツレヅレ　ハナコ

幸村を討て 今村　翔吾 元気が出る野菜炒め 牛尾　理恵

白銀騎士団 田中　芳樹 ほぼ材料3つのごちそう献立 ｙｕｋо

ついでにジェントルメン 柚木　麻子 たづちゃんノート 新美　千恵子

細野晴臣　夢十夜 細野　晴臣 「目」のトリセツ 杉田　美由紀

スタッフロール 深緑　野分 いきもの六法 中島　慶二

風の港 村山　早紀 動物行動学者、ﾓﾓﾝｶﾞに怒られる 小林　朋道

世界が青くなったら 武田　綾乃 医学・家庭・工学・産業
図書室のはこぶね 名取　佐和子 見る感じる驚く！道東の地形と地質 前田　寿嗣

羊毛フェルトの比重 高森　美由紀 母親になって後悔してる オルナ・ドーナト

おいしいごはんが食べられますように 高瀬　隼子

夏の体温 瀬尾　まいこ なぜ人に会うのはつらいのか 斎藤　環

コスメの王様 高殿　円 不倫と正義 中野　信子

おしゃべりな部屋 川村　元気 プリズン・サークル 坂上　香

ショートケーキ。 坂木　司 法律大百科事典 千葉　博

副音声 大林　利江子 北海道大人の日帰りスポット480 花岡　俊吾

あなたはどこにいるのか 籠原　あき 頭のよさとは何か 和田　秀樹

シェア 真梨　幸子 十勝のアイヌ民族 加藤　公夫

刑事弁護人 薬丸　岳 北海道の教科書 ＪＴＢﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

QED神鹿の棺 高田　崇史 生きベタさん 釈　徹宗

ロング・アフタヌーン 葉真中　顕 強い国でわかる世界の歴史 神野　正史

６月 の 新 着 図 書
文　　　　　　　学 心理・歴史・社会

パンとサーカス 島田　雅彦 すごい神話 沖田　瑞穂



● あべ弘士のシートン動物記　４ あべ　弘士 ● よるのびょういん 谷川　俊太郎

● おいなりさん もとした　いづみ ●

● おんぷちゃんとねこ とよた　かずひこ ●

● １０ぴきのおばけとすすおばけ にしかわ　おさむ ● おばけのジョージー ロバート・ブライト

● まねっこぴたっ！どうぶつ まつした　さゆり ● きょうりゅうバスでとしょかんへ リウ・スーユエン

● リメイク！ あさだ　りん ● 君のとなりで。　８ 高杉　六花

● あっちもこっちもこの世はもれなく いとう　みく ● 名探偵コナンハロウィンの花嫁 水稀　しま

● 本当はこわい話　９ 小林　丸々 ● 病院図書館の青と空 令丈　ヒロ子

● ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１７ 廣嶋　玲子 ● ロウリーのいい子怪談ばなし ジェフ・キニー

● すみっコぐらしのんびりなぞなぞ キャラぱふぇ編集部 ● 空想科学昆虫図鑑 柳田　理科雄

● Disneyおいしいまちがいさがし 講談社 ● ざんねんないきもの事典　やっぱり 今泉　忠明

● はっこう　地球は微生物でいっぱい 小川　忠博 ●

● みんなが知りたい！世界遺産 「みんなが知りたい！世界遺産」編集室

えほん

じどうちしき

よみもの

１２歳までに知っておきたい語彙力図鑑　　　齋藤　孝

男の子は強くなきゃだめ？　　 　ジェシカ・サンダーズ

アヒルちゃんまって！ 　　　 　　マグナス・ウェイトマン

ライラックどおりのおひるごはん
フェリシタ・サラ∥作 石津 ちひろ∥訳 ＢＬ出版

ライラックどおりのたてもののまえをとおれば、いいにおいがただよってくる。だ

れがなにをつくっているのかな？さまざまなくにのおいしいりょうりを、つくりかた

といっしょにしょうかいします。

おかねはどこからやってくる？
みうら こうじ∥文 キッズ・マネー・スクール∥文 Ａｉｔｏ∥絵 青春出版社

ほしいものをかうためには、おかねがいる。ぼくは、じぶんでおかねをさがすこと

にした。すると、ケガをしたパンやさんのかわわりに、おみせでおるすばんをするこ

とに…。「おかね」と「しごと」のたいせつさを、おやこでかんがえるためのえほん。

えんどうまめばあさんとそらまめじいさんのいそがしい毎日
松岡 享子∥原案・文 降矢 なな∥文・絵 福音館書店

えんどうまめばあさんとそらまめじいさんは、とてもはたらきものだが、ひとつだ

けこまったことがある。なにかをしていても、ほかにやりたいことがみつかると、す

ぐにはじめないときがすまなくて…。



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

日 月 火 水 木 金 土
1 2

3 ④ 5 6 7 8 9
10 ⑪ 12 13 14 15 18
17 ⑱ 19 20 21 22 25
24 ㉕ 26 27 28 29 30
㉛

6月

7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。）

６月のとしょかんおはなし会

日時 ６月２５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。

📚 ６月と７月のお休み📚 今月の本棚

「袋の中身見せちゃいます👀」

「絵本セット」はじめました！

場所：幼児コーナー

４月２３日から５月２２日

まで行なっていた、「こど

もむけ！おたのしみ袋」

の中身をご紹介。実は、

あの袋の中には、こんな

本が入っていたんです。

トイレなどの乳幼児の生活に係わる絵

本や、興味のありそうな絵本が３冊セット

のバッグになりました！

借りたいセットのバッグを、カウンター

までお持ちください。バッグのまま貸し出

しいたします。

※お一人様何セットでも貸し出しできます。

※バッグの「中の１冊だけ借りたい」という場合にも対応いたします。

小さなお子さんがいる大人の方におすすめ

「子どもに本を読んであげたいけど、選ぶのが大変」

「子どもが騒いでしまうから、図書館に長居できない…」

そんなお悩みをもつ方には特におすすめです。


