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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  

７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 

「青春小説特集」 

 「夏休みの工作・自由研究特集」 「ノンフィクション特集」 

 

●東部地区図書館 

「なつのえほん」 「どこでも旅気分」 「元気はつらつ」 

 

●中部地区図書館 

「なつのえほん特集」 「うんどうかい特集」 「ひんやりスイーツ特集」 
 

 
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 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

2021年7月 2021年8月

は

休館日

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://blog.acworks.co.jp/2018/06/26/summer_handdrawn/&psig=AOvVaw2Lh21CHNBfRIsdHFaVVuGK&ust=1623657048363000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjoi--RlPECFQAAAAAdAAAAABBA
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.wanpagu.sakura.ne.jp/&psig=AOvVaw2Lh21CHNBfRIsdHFaVVuGK&ust=1623657048363000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjB9sKVlPECFQAAAAAdAAAAABAo
https://1.bp.blogspot.com/-0Dm1PGyPr8o/U2LulXhcTvI/AAAAAAAAftM/o84bGDm9cyE/s800/yomikikase.png


令和 3年 7月 1日                                   第 64号 (2) 

 

 

 

 

『 ものおもう 』 

新井 洋行/著 

アルファポリス 2021.5 

 

れいぞうこ、かさ、そうじき、

くつした、クレヨン、コッ

プ･･･。みのまわりにあるも

のたちは、どんなことをおも

っているのかな？本当はい

ろいろかんがえているのか

も･･･。ものを見る目がかわ

る新感覚絵本。 

『 ミュゲ書房 』 

伊藤 調/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

2021.3 分類：F/ｲ 

 

若手編集者の宮本章は新人作家

の作品を書籍化できず、責任を感

じ退職する。その頃書店を経営し

ていた祖父が亡くなり、なりゆき

で店を継ぐことになった章は店

に集まる人々との出会いにより、

本づくりの情熱を取り戻してい

くが…。 

『印象が飛躍的にアップする 

大人の「言い方」練習帳』 

吉田 裕子/著 総合法令出版 

2021.4 分類：810/Y 

 

仕事も人付き合いも、「言い方」で

印象が変わります。普段何気なく

使う日本語の「もったいない間違

い」を取り上げ、具体的なフレー

ズとともに、「ここをこう直せば、

もっと良くなる」と添削しながら

解説します。 

『ネコ博士が語る 

海のふしぎ』 
ﾄﾞﾐﾆｸ ｳｫｰﾘﾏﾝ/文 ﾍﾞﾝ･ﾆｭｰﾏﾝ/絵 

徳間書店 2021.3 

 

海の水はどこからきたの？   

海の中にはどんな生きもの

がいるんだろう？深海の底

はどうなっているのかな？   

地球のなかでいちばん神秘

的でいちばんわくわくする

世界「海」を、ネコ博士がわ

かりやすく教えます。 

『本日も晴天なり』 

梶 よう子/著  

集英社 

2021.4 分類：F/ｶ 

 

時は幕末。鉄砲同心とは名ばかり

の、つつじの栽培に精を出す武家

があった。喧嘩も笑いも絶えない

一家は、大小様々な事件に巻き込

まれて…。温かなお江戸家族小

説。 

『ゼロから知りたい！ 

糖質の教科書』 
前川 智/著 

西東社 2021.5 分類：498/M 

 

ダイエット専門医が、糖質の基礎

知識から、糖質と肥満・糖尿病の

密な関係、医学的に正しい糖質制

限ダイエット、糖質過多生活から

抜け出す為の行動療法までを、イ

ラストや図表を交えて解説。 

Ｑ＆Ａも掲載する。 

『しんゆうだけど 

だいきらい』 
石山 さやか/作 絵 

岩崎書店 2021.3 

 

親友のみかりは、おしゃべりが大

好き。しずくはおっとり。 

だけど、みかりはしずくの話を聞

いてくれないし、しずくの 

失敗をしゃべってしまう。 

しずくは思い切って「みかりちゃ

んなんて、だいきらい」と 

言ったのだけれど…。 

『スモールワールズ 』 

一穂 ミチ/著 

講談社 

2021.4 分類：F/ｲ 

 

夫婦円満を装う主婦と、家庭に恵

まれない少年。初孫の誕生に喜ぶ

祖母と娘家族。向き合うことがで

きなかった父と子…。誰かの悲し

みに寄り添いながら、愛おしい喜

怒哀楽を描く連作集。『小説現代』

掲載を単行本化。 

『地名から読み解く 
日本列島』 

火田  博文/著 

彩図社 2021.3  分類：291/H  

  

地名のひとつひとつに歴史があ

り、土地にまつわる物語がある。

古来の弔いの場「化野」、養殖業

に由来する「日比谷」など、日本

全国の特徴的な場所を取り上げ

て、名前の由来を紹介する。地名

にまつわる知的雑学も収録。 

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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