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資料検索 

３月号 

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/ 

●西部地区図書館 【おはなし会】 毎週 水曜日 ～ 10日、17日、24日、31日 

1５：00～1５：30 

●東部地区図書館 【おはなし会】 毎月第 2・4日曜日 ～ 14日、28日 

11：00～11：30 

●中部地区図書館 【おはなし会】 毎週 木曜日 ～ 4日、11日、18日、25日 

11：00～11：30 

【かみしばいの日】 毎月第 2土曜日 ～ 13日 

11：00～11：30 

●西部地区図書館 

★今月の作家紹介「群ようこ」 毎月１人の作家を紹介し、著作を集めてコーナーを設けます。 

 「むかしばなし特集」 「春はそこまで」 

 

●東部地区図書館 

「春を感じる本」 「新生活準備特集」 「はるのえほん」 

 

●中部地区図書館 

「はるのえほん特集」 「ほっこり和菓子特集」 「入園入学準備特集」 

「特集 映画・ドラマ原作本」 
 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。 
地区図書館カレンダー 

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

 
特集コーナー 

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

2021年4月
 

 

 

 

臨時休館となります 

 

  は共通の休館日です 

西部  3/2(火)～3/6(土)

音別  3/9(火)～ 12(金)

阿寒 3/16(火)～20(土)

催し 
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『ガタンゴトン』 
今泉 和希/さく・え 

文芸社 2020.12 

 

ガタンゴトンという電車

の走る音でウトウト眠く

なってしまった男の子。 

男の子が眠っている間に

電車はどんどん変わって

いって…。リズミカルな 

言 葉 と 予 想 も つ か な い 

展開が楽しめる絵本。 

『びこうず』 

倉本 美津留/著 ワニブックス 

2020.11 分類：F/ｸ 

 

世界を救うのは俺しかいな

い！と尋常ならざるほどの 

「思い込み」の強さを持つ  

主人公。現実に起こった出来事

とリンクして進む凶暴な妄想

は、どんな結末を迎えるのか。 

アートの力、思い込みの力を 

描き切った１冊。 

『赤ちゃんのための 

補完食入門』 

相川 晴/著 彩図社 

2021.1 分類：498/A 

 

WHOが提唱している「補完食」

について、補完食とはなにか、

作り方と食べさせ方、補完食の

Q&Aなどに分けて紹介。レシピ

のほかに栄養素別食品リスト

もついており、日本の離乳食と

の違いや長所短所についても

解説されています。 

『てあらいまんと 

うがいひめ』 
たあ先生/さく 

サニーサイド 2020.10 

 

ある日、「ころなーん」という男

が村にやってきて、仲間たちと

大暴れ。てあらいまんとうがい

ひめが、手洗い・うがいで攻撃

しますが…。「はっはっはくしょ

ーん」の人気コンビによる、  

手洗いが大好きになる絵本。 

『エターナル』 

日野  草/著 実業之日本社 

2020.10 分類：F/ﾋ 

 

依頼人には必ず会うこと。でき

るだけ苦しませずに殺すこと。

相手が絶命するまでその目を

覗き続けること。そして…。  

5つの時代をつなぐ 5組の優し

い殺し屋たちが時を超えて 

見守った、殺意と命の物語。 

『斎藤一人 

神的まぁいいか』 

斎藤 一人/著 マキノ出版 

2020.11 分類：159/S   

 

一見「悪いこと」に見える出来

事を経験すると、うんと強運に

なれる―。コロナに限らず、人

生のさまざまな苦しみから学

ぶために必要なこと、人生に革

命を起こすヒントを紹介。緊急

事態に一人さんが答える Q&A

も特別収載。 

『ほげちゃんとおともだち』 
やぎ たみこ/作 

偕成社 2020.10 

 

ひろくんの家に、ゆうちゃんと

一緒に遊びにいったぬいぐるみ

のほげちゃん。ひろくんのおも

ちゃたちにちょっかいを出しま

すが、相手にされず…。 

『自転車に乗って』 

伊藤 礼/〔他〕著 河出書房新社 

2020.12 分類：F/ｲ 

 

自転車にまつわるエッセイ、 

小説、詩、漫画。乗り始めた頃、

思い出の風景、走るとは…  

最も身近なのりものが、私たち

の生活にもたらす喜び・愉しみ

を味わう、27 人による短編  

アンソロジー。 

『家づくりのすべてが 
スラスラわかる本』 

エクスナレッジ 2020.12 

 分類：365/X/’21 

 

家づくりを始めようとする時

に必要となる知識をコンパク

トにまとめた本。お金の話か

ら、土地や建物に関する法律の

話、間取りや構造、工事の流れ、

住まいのトレンドまで、家づく

りの全過程をわかりやすくガ

イドする。 

おすすめ新着本 中部地区図書館 

おすすめ新着本 東部地区図書館 

おすすめ新着本 西部地区図書館 
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