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資料検索 

２月号 

地区図書館カレンダー 

催し・特集コーナー 

●西部地区図書館 
【おはなし会 水曜日 15：00～15：30】～ 3 日、10日、17日、24日 
★「恋愛小説特集」 「おかしの本特集」 「日本の歴史はおもしろい！」 

 

●東部地区図書館 
【おはなし会 第 2・4日曜日 11：00～11：30】～ 14 日、28日 
★「冬の楽しみ」 「甘いお話、集めました」  

 

●中部地区図書館 
 【おはなし会 木曜日 11：00～11：30】～ 4 日、11日、１８日、２５日 
【かみしばい 第２土曜日 11：00～11：30】～ 13 日 
★「あったか料理特集」 「あま～い洋菓子特集」 「入園入学準備特集」 
 「特集 この本、読んだ？」 

 

東部地区図書館 ２月 ９日(火)～ 13 日(土) 

中部地区図書館 ２月 16 日(火)～ 20 日(土) 

西部地区図書館 3 月 2 日(火)～ 6 日(土) 

【重要】 ２月・３月 臨時休館のおしらせ 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 東9 東10 東11 東12 東13

14 15 中16 中17 中18 中19 中20

21 22 23 24 25 26 27

28

2021年2月

東部地区図書館・中部地区図書館・西部地区図書館の３館は、特別資料整理（登録されて

いる本が棚にあるか確認する蔵書点検作業）のため、臨時休館があります。 

ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。 

日 月 火 水 木 金 土

1 西2 西3 西4 西5 西6

7 8 音9 音10 音11 音12 13

14 15 阿16 阿17 阿18 阿19 阿20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

2021年3月

地区図書館だけのカレンダーのため、 

中央図書館、阿寒、音別とは休館日が異なる場合があります。 

 

 

 

 

臨時休館となります 

  は共通の休館日です 

東部  2/9(火)～13(土)

中部 2/16(火)～20(土)

西部 3/2(火)～3/6(土)

編集・発行 ・西部地区図書館 〒084-0907 釧路市鳥取北 8-3-10 / 電話 0154-53-3499 

  ・東部地区図書館 〒085-0803 釧路市益浦 1-20-20 / 電話 0154-91-0604 

  ・中部地区図書館 〒085-0062 釧路市愛国 191-5511 / 電話 0154-38-5499 

開 館 時 間  9：30 ～ 19：30         

ウェブサイト http://kushirolibrary.jp/ 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://publicdomainq.net/ehomaki-roasted-beans-apricot-0004141/&psig=AOvVaw0zHZdZPX6ERE6j-6lxjFs6&ust=1606975137133000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiCq_uCz67tAhXVdt4KHWAGDbQQjRx6BAgAEAc
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.wanpug.com/illust92.html&psig=AOvVaw0VsmasXoZ3EstRe-_WQaYj&ust=1610791864645000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjWrtzZne4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.kireie.com/timeline/228056/&psig=AOvVaw3BLd3YXZg6gbhbEsrhqzFu&ust=1610792214877000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCEyoXbne4CFQAAAAAdAAAAABAK
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『ピノピノよもうよ  

    ねむくないの！』 
ロベルト ピウミーニ/原作 

学研プラス 2020.11 

 

森のこぐまピノピノが、  

はちみつがほしくてがん

ばったり、冬ごもりをしな

いですごす方法をかんが

えたりと、ちょうせんした

り、たんけんをするものが

たりです。豆ちしきやクイ

ズものっています。 

『ヒゲとナプキン』 

乙武 洋匡/著 小学館 

2020.10 分類：F/ｵ 

 

女として育てられ、現在は男 

として生きる２８歳のイツキ。

ある日、職場に過去の噂がた

ち、私生活ではパートナー女性

が出産への思いを口にして…。

「世間のフツー」を鋭く、軽や

かに問い直す。 

『心の疲れをとる事典』 

西多 昌規/監修  

朝日新聞出版 

2020.11 分類：498/A 

 

自分を褒められない、家庭と 

仕事を完璧に両立させようと

するなど、やめたほうが心の 

疲れがとれることを、働き方や 

人間関係、自分の考え方など、

種類ごとに分けて紹介。 

『悲しみのゴリラ』 
シンディ ダービー/絵 

クレヨンハウス 2020.12 

 

ママを亡くした男の子。ゴリラ

が現れて、そっと寄り添います。

男の子の「ママはどこに行った

の?」「どうしてママは死んだ

の?」という問いかけに、ゴリラ

は一つひとつ答えて…。 

大切な人を失う悲しみを丸ごと

抱きしめる絵本。 

『星に帰れよ』 

新 胡桃/著 河出書房新社 

2020.11 分類：F /ｱ 

 

「浅いんだよ。わかり合えない

って勝手に諦めんな」 16歳に

なる夜。教室ではネタキャラに

徹するクラスメイトの女子が、

別人みたいで…。生きる速度 

そのままに、言葉をぶつけ合う

高校生 3人の物語。 

『教えてコバチュウ先生！ 

琳派超入門』 

小林 忠/著 小学館 

2020.11 分類：721/K   

 

江戸絵画研究の第一人者が、 

琳派誕生の初めから現代に至

るまでのすべての道筋と特色

をわかりやすく教えます。  

新発見の作品や、大胆な持論、

新たな推理なども多数紹介。 

カラー図版も多数収録。 

『ぎょうれつのできる 

   スパゲッティやさん』 
ふくざわ ゆみこ/さく 

教育画劇 2020.10 

 

ネズミのおじいちゃんにスパゲ

ッティを作ってもらったレッサ

ーパンダ。ネズミの家の食べ物

がなくなってしまったことに 

気付き…。ミニトマトのスパゲ

ッティのレシピ付き。 

ぎょうれつのできる、おいしい

えほんシリーズ。 

『ママナラナイ』 

井上 荒野/著 

祥伝社 

2020.10 分類：F/ｲ 

 

この世に生を享け、大人になり、

やがて老いるまで―。ままなら

ぬ心と体を描いた美しくも不穏

な、極上の物語。表題作のほか、

「静かな場所」など全 10 編を 

収録。WEB マガジン『コフレ』  

連載を加筆・修正し単行本化。 

『ようこそ！ 

子育てキッチンへ』 

村上 三保子/著 

みらいパブリッシング 

2020.10 分類：379/M 

 

子どもの自立と心の成長を「いっ

しょに料理」で叶えよう! いっし

ょに料理をすることで、親子が共

に育つ「キッチン育児」を提唱  

する著者が、その始め方や秘訣を

紹介。子どもと楽しみながら作る

カンタンレシピも収録。 

おすすめ新着本 西部地区図書館 

おすすめ新着本 東部地区図書館 

おすすめ新着本 中部地区図書館 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://illustkun.com/yellow-flowers-2/&psig=AOvVaw30FPWk40ZbwRWC1mkpwF-3&ust=1610611034583000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDvgp64mO4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://design-vector.hatenablog.com/entry/2015/10/01/090000&psig=AOvVaw0gzzj12srmEj9mAECv6O1R&ust=1610611196853000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDYnOa4mO4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.print.sakura.ne.jp/print5.html&psig=AOvVaw1k5MHcPGF0r-DWuiI-R2Qe&ust=1610789872891000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCjjqXXne4CFQAAAAAdAAAAABAQ

