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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  

８月号 

●西部地区図書館 【おはなし会】 毎週 水曜日 ～ 4日、11日、18日、25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 ～ 8日、22日 

11：00～11：30 

●中部地区図書館 【おはなし会】 毎週 木曜日 ～ 5日、12日、19日、26日 

11：00～11：30 

【かみしばい】 毎月第 2土曜日 ～ 14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 

「ホラー・サスペンス小説特集」 

 「夏のえほん特集」 「ノンフィクション特集」 

 

●東部地区図書館 

「涼しくなる本」 「環境を考える」  

 

●中部地区図書館 

「なつのえほん特集」 「夏といえば…特集」 「オススメ！読み聞かせ特集」 
 

 
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 6 7 1 2 3 4

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

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

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

29 30 31 26 27 28 29 30

2021年8月 2021年9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://1.bp.blogspot.com/-0Dm1PGyPr8o/U2LulXhcTvI/AAAAAAAAftM/o84bGDm9cyE/s800/yomikikase.png
https://4.bp.blogspot.com/-X2D3f6xuG5s/UYntHTsomOI/AAAAAAAARdQ/Z9yoPwC3Uhw/s800/hanabi_animal.png
https://2.bp.blogspot.com/-A3XeeHu5LNE/U5BEbi7opRI/AAAAAAAAhBo/5HZ0i9GwsdI/s800/pyoko8_senpuuki.png
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『いろどろぼう』 

中垣 ゆたか/作・絵 

金の星社 2021.5 

 

なかよし 4にんぐみがピクニ

ックをしていると、おべんと

うから赤色がきえてしまい

ました。たてものやもりの色

まできえてしまい、まちのみ

んなはだいこんらんです。色

をぬすんだどろぼうはなに

をするつもりなのでしょう

か。 

『ミステリーは 

非日常とともに！』 

未須本 有生/著 南雲堂 

2021.5 分類：F/ﾐ 

 

念願の旧いＢＭＷを手に入れ、旧

い車特有の問題に悩まされなが

らも楽しんでいる主人公。ミステ

リー作家や警察官僚の友人たち

と、自身の経験や知識を駆使し

て、日常の謎に挑む中編集。 

『遺伝子のスイッチ』 

生田 哲/著 

東洋経済新報社 

2021.4 分類：491/I 

 

遺伝子は食事、運動、人間関係な

どの生活習慣により劇的に変化

する。遺伝子の基礎から薬物依存

や食べ物依存、うつ、子育てとの

関係を取り上げ、遺伝子を切り替

えるスイッチを研究する「エピジ

ェネティクス」について紹介。 

『ハミガキクエスト』 
山岡 ひかる/作 

くもん出版 2021.5 

 

モンスターたいじのたびに

でた、ゆうしゃハミー。 

ドラゴンのフーとともに、シ

ャカシャカハミガキ！ 

チョコレートモンスターを

たおせるかな？ 

たのしいはみがきえほんで

す。文字がかわいいので、ぜ

ひみてください！！ 

『養老先生の 

 さかさま人間学』 

養老 孟司/著  

ﾐﾁｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝぞうさん出版事業部 

2021.6 分類：F/ﾖ 

 

養老先生が漢字 1 文字をお題に

して、世の中を独自の視点で語り

ます！ 

被災地での特別講演も収録。 

『大人女子の 
ゆるっと漢方生活』 

櫻井 大典/監修 

主婦の友社 

2021.6 分類：495/S 

 

年齢を重ねるとともに、からだの

あちこちにちょっとした不調が

出てくる。漢方を、体質のタイプ

別に、日常生活に今日から取り入

れられる、生活習慣や、食事の整

え方を紹介。 

『トマトの森では…』 
フィリケ えつこ/作 

WAVE出版 

2021.5 

 

大好きなおばあちゃんに会い

にいくため、初めてひとり、

汽車に乗ったアメリ。途中、

「トマトの森」で降りてみる

と、そこには真っ赤で巨大な

トマトが ! もっと見たくて

奥へと進むうちに、迷子にな

って…。 

『日向を掬う』 

朝倉 宏景/著 

双葉社 

2021.4 分類：F/ｱ 

 

甲斐性なしの独身中年男の前に

突然現れた、身寄りのない 14 歳

の女子中学生。自分の存在価値に

揺れる少女は、ちょっと残念な四

十男とその老母の家で暮らしは

じめた…。ややこしい父娘の関係

をユーモア溢れる筆致で描く。 

『在宅医療の真実』 
小豆畑 丈夫/著 

光文社 

2021.5  分類：498/A  

  

在宅医療は、自宅で看取るための

医療ではない。「より良く生きる

ため」の手段である-。在宅医療

に関わる救急医が、自身の立場か

ら見た「もうひとつの在宅医療」

について、その問題点、改善策な

どを綴る。 

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 


