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＜ 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  

４月号 

●西部地区図書館 【おはなし会】 毎週 水曜日 ～ 7日、14日、21日、28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 ～ 11日、25日 

11：00～11：30 

●中部地区図書館 【おはなし会】 毎週 木曜日 ～ 1日、8日、15日、22日、29日 

11：00～11：30 

【かみしばい】 毎月第 2土曜日 ～ 10日 

11：00～11：30 

地区図書館カレンダー 
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 

●西部地区図書館 

★今月の作家紹介「大沢在昌」 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。 

 「春のえほん特集」 「おうちでお花見気分♪」 

 

●東部地区図書館 

「暮らしいきいき」 「特集 北海道の開拓」 

 

●中部地区図書館 

「はるのえほん特集」 「特集 映画・ドラマ原作本」 「ガーデニング特集」 

 
 

 
特集コーナー 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

2021年4月 2021年5月

は

休館日

ウェブサイト 

http://kushirolibrary.jp/ 

@kushiro_lib 

釧路市中央図書館 

催し 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://sozaiya3.net/%EF%BC%94%E6%9C%88%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88/post-3103/&psig=AOvVaw2o0S1GFH5p84SrSHLA-8uS&ust=1614749669672000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjmuPXxkO8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://awacafe-tokushima.work/instagram-font-logo-download-zisaku/&psig=AOvVaw29zmvsBY0VrqO7mdtprLSx&ust=1614751260430000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMickur3kO8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://hayashiakifumi.com/social-media/fbad1/&psig=AOvVaw12dxO_ZNs23z-YGahGyHSw&ust=1614752854812000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjBxOb9kO8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://smhn.info/201404-your-iphones-battery-is-killed-by-facebook-app-2/logo_facebook
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.wanpug.com/illust90.html&psig=AOvVaw2WlIoKhS78zMEr-6tQiJ_k&ust=1615791769922000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjRxqFwoTCPjR-pCcr-8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.ac-illust.com/main/search_result.php?word%3D%E6%89%8B%E8%B6%B3&psig=AOvVaw3co9pTsjQM_mrCJtnfh21t&ust=1615791884754000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjRxqFwoTCJitxcWcr-8CFQAAAAAdAAAAABAJ
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『フトアゴちゃんの 

パーティー』 
ツク之助/作 

イースト・プレス 2020.12 

 

フトアゴヒゲトカゲのフト

アゴちゃん。今日はおうちに

おともだちが来るので、おへ

やのおそうじやかざりつけ

など、パーティーの準備をし

ます。ケーキもつくります

が、ふくらしこをいれすぎた

ケーキが大きくなりすぎて

…。 

『月と私と 

甘い寓話（スイーツ）』 

野村 美月/著 ポプラ社 

2020.12 分類：F/ﾉ 

 

仕事に疲れた主人公がたどり着

いた「月と私」。そこにはお菓子

にまつわる魅力的なエッセンス

を物語としてお客に届ける「スト

ーリーテラー」語部九十九が  

いた。彼の語るストーリーと極上

のお菓子がお客の心をほぐして 

いく連作短編集。 

『いまさら恐竜入門』 

田中 康平/監修 西東社 

2020.12 分類：457/M 

 

恐竜のおもしろさを知らないま

ま、うっかりオトナになってしま

った人に向け、恐竜についての 

誤解や、恐竜たちの日常などの 

知識を、マンガを交えて紹介した

1冊。研究者が世界中から集めて

きた、最新の研究成果も伝える。 

『うごきません。』 
大塚 健太/作 柴田 ケイコ/絵 

ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 2020.10 

 

動かない鳥のハシビロコウ。友だ

ちのカバがやってきても、ゾウの

鼻がバナナになっていても、シマ

ウマの模様が渦巻きになって 

いても…。ハシビロコウは動かな

い？ 一体、どんなときに動くの

かな？ 

楽しいユーモア絵本。 

『へんろ宿』 

藤原  緋沙子/著 新潮社 

2020.11 分類：MF/ﾌ 

 

江戸回向院前の「へんろ宿」には

訳ありの旅人がやってくる。死期

迫る浪人が、江戸で最後の願いを

遂げるべく投宿するが…。 

表題作をはじめ全４編を収録。 

『全球入魂！ 

プロ野球審判の真実』 

山崎  夏生/著 北海道新聞社 

2020.5 分類：783/Y   

 

プロ野球審判員の仕事や現状、選

手とのエピソード、球界への問題

提起…。全くの素人からプロ野球

界に飛びこみ、パ・リーグ審判員、

ＮＰＢ審判技術委員をしてきた

著者が、審判の仕事やプロ野球の

裏側を語り尽くす。 

『あべ弘士の 

シートン動物記 ２ 

ギザ耳ラグ』 
Ｅ．Ｔ．シートン/原作 あべ 弘士/文  

学研プラス 2020.12 

 

あべ弘士の文と絵で新たに生ま

れかわった、シートン動物記の名

作。ヘビにかまれ、耳がギザギザ

になってしまった子ウサギは、 

母さんウサギに森で生きぬく 

ための技と知恵を教わりながら、 

いくつもの冒険をとおして成長

していく。 

『夢幻』 

上田 秀人/著 

中央公論新社 2020.12 

分類：F/ｳ 

 

徳川家康の嫡子・信康、織田信長

の嫡子・信忠。偉大な父を持つ後

継者と天下人との相克を横糸に、

本能寺の変までの両家の連携と

因縁を縦糸に紡ぐ戦国ドラマ。 

読売新聞オンライン連載を加筆

し単行本化。 

『離島の本屋 ふたたび 』 
朴  順梨/著 

 ころから 2020.10 

 分類：024/P/2 

 

消えかけた本屋の灯りを再びと

もした島民、島のつらい歴史を 

伝える本を売り続ける心意気、 

そして、閉じる決断をした本屋 

たちとの出会い…。島の本屋を 

巡る旅。フリーペーパー『LOVE

書店!』等連載を書籍化。 

おすすめ新着本 西部地区図書館 

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 
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