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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  

６月号 

●西部地区図書館 【おはなし会】 毎週 水曜日 ～ 2日、9日、16日、23日、30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 ～ 13日、27日 

11：00～11：30 

●中部地区図書館 【おはなし会】 毎週 木曜日 ～ 3日、10日、17日、24日 

11：00～11：30 

【かみしばい】 毎月第 2土曜日 ～ 12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 

「動物が出てくる本特集」 

 「やさいの絵本特集」 「おすすめエッセイ大特集」 

 

●東部地区図書館 

「文学賞受賞作品」 「知識を広げよう！」  

 

●中部地区図書館 

「やさいのえほん特集」 「うんどうかい特集」 「雨のえほん特集」 
 

 
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 

蔵書検索 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2 3

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

2021年6月 2021年7月

は

休館日

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://japanesque-life.com/ajisai-illust&psig=AOvVaw3Zi2stU13gAsRmuZUddsu7&ust=1619675568869000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD_x8egoPACFQAAAAAdAAAAABAD
http://park18.wakwak.com/~osyare/yasai/ko-all-yasai.htm
http://park18.wakwak.com/~osyare/yasai/ko-all-yasai.htm
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.irasutoya.com/2012/12/blog-post_8143.html&psig=AOvVaw00Z6K2LlacmU0xeprX0NyP&ust=1621070729664000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjpmY3uyPACFQAAAAAdAAAAABAD
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『パンダどうぶつえん』 
おおの こうへい/さく・え 

ＰＨＰ研究所 2021.2 

 

おきゃくさんがぜんぜんこ

ないどうぶつえんのえんち

ょうさんは、人気者のパンダ

にきてもらうことにしまし

た。はりがみを見てやってき

たパンダたちは、耳が長かっ

たり、体が小さかったり、こ

のなかに本当のパンダはい

るのでしょうか？ 

『うしろむき夕食店』 

冬森 灯/著 ポプラ社 

2021.2 分類：F/ﾌ 

 

“うしろむき”なんて名前だけ

ど、料理もお酒も絶品が出てくる

「うしろむき夕食店」。   極

上の料理と乾杯の声が、お客さん

の迷いを優しくほどき、 意外な

出会いを与えてくれると評判で

…… 

『魔法のおやつをめしあがれ』 

太田 さちか/著  

文化学園文化出版局 

2021.3 分類：596/O 

 

子供の視点でお菓子作りを見て

みると、「なんで？」「どうして？」

の不思議がいっぱい。その疑問に

答えながら、注射器を使ったり、

色が変わるレシピなど、おもしろ

い仕掛けを使った、お菓子作りが

もっと楽しくなる 1冊です。 

『がっこうのおばけずかん 

おばけいいんかい』 
斉藤 洋/作 宮本 えつよし/絵 

講談社 2021.3 

 

がっこうにはこわ〜いおば

けがいっぱいいます。でも、

このお話を読めば、だいじょ

うぶ ! 「ブラックラインひ

き」「そうじようぐおばけ」

「エコすぎゴーヤ」など、が

っこうのこわいおばけの話

全 7 話を収録。 

『ひとりなら、 

それでいいじゃない。』 

曽野 綾子/著 ポプラ社 

2021.3 分類：F/ｿ 

 

人に会えない、頼れない…。 そ

んな時代こそ、ひとりの時を愉し

む余裕を持ちたい-。  コロナ

禍とともに生きる新しい指針と

なる、曽野綾子の 137の教えを

まとめる。 

 

『藤井恵さんのむずかしく 

ないお魚レシピ』 

藤井 恵/著 講談社 

 2021.3 分類：596/F 

 

「いわしのごま焼き」「さばのカ

レー竜田揚げ」など、栄養素がた

っぷり含まれているうえ、火の通

りが早く、時短調理できる魚料理

全 51 品を紹介する。献立づくり

を助ける魚料理と好相性のつく

りおき副菜のレシピも収録。 

   『いえのなかには』 
長田 真作/著 

東急エージェンシー  

2021.4 

 

いえのなかから、さあ、どこへ出

かけよう? どこにいたって想像

力は自由自在。あたまのなかのド

アをひらいたら、その先へ、あて

もなく進んでいこう。色鮮やか

な、アート脳が刺激される絵本。 

 

  

『どの口が愛を語るんだ』 

東山 彰良/著 

講談社 2021.3 

分類：F/ﾋ 

 

さえない温泉街に引っ越してき

た中 3のぼく。無軌道な不良とよ

そ者の少年は、なぜ猿に火をつけ

たのか? 「猿を焼く」ほか、ニュ

ーヨーク、台北などを舞台にした

全 4 編の自由でボーダレスな短

編集。 

『のほほん御膳』 
ｙａｓｕｙｏ/著 

誠文堂新光社 2021.3 

分類：596/K 

 

季節の食材と向き合ったり、じっ

くり器を選んだり、楽しみながら

盛りつけしたり…。ナチュラルフ

ードコーディネーターが、ササッ

と作れて、華やかでおいしい“の

ほほん御膳”を紹介する。 

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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