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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  

５月号 

●西部地区図書館 【おはなし会】 毎週 水曜日 ～ 5日、12日、19日、26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 ～ 9日、23日 

11：00～11：30 

●中部地区図書館 【おはなし会】 毎週 木曜日 ～ 6日、13日、20日、27日 

11：00～11：30 

【かみしばい】 毎月第 2土曜日 ～ 8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「瀬戸内寂聴」 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。 

 「のりものの絵本特集」 「映画・ドラマは小説でも楽しもう！」 

 

●東部地区図書館 

「特集 なんでも準備！」 「埋もれ本」  

 

●中部地区図書館 

「やさいのえほん特集」 「お弁当特集」 「ガーデニング特集」 
 

 
特集コーナー 

ウェブサイト 

http://kushirolibrary.jp/ 

@kushiro_lib 

釧路市中央図書館 

催し 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
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30 31

2021年5月 2021年6月

は

休館日

蔵書検索 

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=https://www.irasutoya.com/2012/03/blog-post_04.html&psig=AOvVaw0ZqIgwp7xWNBTwE-19h9V4&ust=1616736767292000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjRxqFwoTCNDO2Mfcyu8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.wanpug.com/illust216.html&psig=AOvVaw1fqEdcB5Tvq3PpqyYEDj2w&ust=1619062481824000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDbxYi1jvACFQAAAAAdAAAAABAM
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『ふしぎなニャーチカ』 
佐藤 文音/さく・え 

神宮館 2021.1 

 

お母さんへのお誕生日プレ

ゼントを考えていた姉弟。大

きなねこのニャーチカとい

っしょにプレゼントを探し

に空や海の中へ。素敵なもの

は見つかるのでしょうか。あ

たたかい気持ちになる絵本

です。 

『 悪の芽 』 

貫井 徳郎/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

2021.2 分類：F/ﾇ 

 

銀行員の安達は、世間を震撼 さ

せた事件の犯人が同級生 だっ

たことに絶句する。小学生の頃、

彼がいじめに遭うきっかけを作

ったのは自分だった。 その後、

道を踏み外した彼は 殺人犯と

なり…。 

『オーガンジー刺繍を楽しむ』 

ｍｙｕｋａ＋１１/著  

日本文芸社 

2021.2 分類：594/M 

 

オーガンジーに輪郭のワイヤー

を貼り付け、銀色の糸で 刺繡し

切り取って仕立てる アクセサ

リーの作品集。ムラサキツユクサ

や雪の結晶などの、上品な作品を

実物大図案付きで掲載。 

『黒縄地獄に吼える鬼  

冥界彷徨篇』 
大崎 悌造/作  

ありが ひとし/絵 

岩崎書店 2021.2 

 

江戸に戻ったコン七を待っ

ていたのは、新たな敵と 新

たな試練。狐の妖怪が 大活

躍する捕物帖最新作。波乱万

丈の冥界彷徨篇、 ここに開

幕！ 

『夢に迷って、  

  タクシーを呼んだ』 

燃え殻/著 扶桑社 

2021.3 分類：F/ﾓ 

 

繰り返される緊急事態宣言、 

叩かなくてもホコリの出る 人

生…。人生はなぜか忘れられなか

った小さな思い出の集合体でき

ている。 

『人生がうまくいかない 

と感じる人のための 

超アウトプット入門』 

安達 裕哉/著 河出書房新社 

2021.3 分類：159/A 

 

懸命に仕事をしているのに 成

果が出ないのは、やり方を間違っ

ているから！ 

アウトプット中心の生き方の実

践方法を物語形式で紹介 しま

す 。 

『水がすき 

じゃなかったアヒル』 
スティーブ スモール/絵・文  

化学同人 2021.2 

 

水が好きじゃないアヒルが い

ました。ところが、水の好きなカ

エルと出会ってしまいました。好

きなこと、苦手なことがちがうけ

れど…。「なかよし」の本当の意

味を、やさしく、 たのしく、語

りかけます。 

『睦家四姉妹図』 

藤谷 治/著 

筑摩書房 2021.1 

分類：F/ﾌ 

 

仕事も恋も活発な長女、素直だが

男運の悪い次女、シニカルだけど

憎めない三女、自由に生きる末っ

子。時は流れ人は変われど、睦家

に集う女たちの絆は変わらず…。

平成の日本を活写するお茶の間

物語。 

『ちくま』連載を書籍化。 

『釧路地方の 
アイヌ語語彙集』 

釧路アイヌ語の会/編集 

藤田印刷エクセレントブックス 

2021.2 分類：829/K 

 

アイヌ語資料「八重九郎の伝承」

「アイヌの神々の物語」「アイヌ

語釧路方言語彙」にある語彙を集

成。見出し語約 5000 語を収録し、

それぞれの訳、各資料の中のアイ

ヌ語(ローマ字)とその訳、引用箇

所記号などを記載する。 

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://www.pinterest.jp/pin/707768897686767084/&psig=AOvVaw3dZaD0jFpyfQf1e6fGFdSX&ust=1619060908648000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiAi-KvjvACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://illust-stock.com/taxi&psig=AOvVaw2twn9SsC5Zo89iucyHEuya&ust=1619061190051000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC3n5-wjvACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.irasutoya.com/2014/10/blog-post_761.html&psig=AOvVaw2LhTvvbYDMsHNrxYcpsTZt&ust=1619061312701000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi4sNywjvACFQAAAAAdAAAAABAO

