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緊急事態宣言発令に伴う釧路市中央図書館および地区館の対応について 
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 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  

９月号 

●西部地区図書館 【おはなし会】 毎週 水曜日 ～ 15日、22日、29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 ～ 26日 

11：00～11：30 

●中部地区図書館 【おはなし会】 毎週 木曜日 ～ 16日、23日、30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                 

「時代小説特集」「むしの本特集」「敬老の日特集」 

●東部地区図書館 

「秋を感じる本」「敬老の日特集」 

●中部地区図書館 

「あきのえほん特集」「大賞作品を読もう特集」「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 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

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

31

2021年9月 2021年10月

は

休館日

８月２７日から９月１２日まで、北海道に新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言（釧路市は

「一般措置区域」）が、発令されました。釧路市中央図書館および地区館は、期間中は以下の事項について

制限しながら開館いたします。 

 【主な制限事項】個人学習室の閉鎖、ラウンジの閉鎖、館内飲食禁止、閲覧室の使用禁止 

各種イベント・上映会・おはなし会の中止または延期 

 なお、感染者発生等の万が一に備えて、入館者の記録をとらせていただいておりますので、受付にて利

用者カードを提示いただくか、利用者カードをお持ちでない方は入館記録票にご記入をお願いいたします。 

 ご利用される皆様におかれましては、マスクを着用し、エレベーター前や入口に設置しておりますアル

コール消毒液で手指消毒をしていただきますようお願いいたします。 

9月 12日までの「おはなし会」、「みんなで紙芝居を見よう」は中止となります。 

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://illust-stock.com/wp-content/uploads/otukimi.png
https://sozai.kingyomon.com/wp-content/uploads/2011/09/敬老の日.png
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『かいじゅうがっこう』 

ほし 藍子/さく 

みらいパブリッシング 2021.5 

 

ゆうたのてんこうさきは「か

いじゅうがっこう」！そうじ

のじかん、大きなバケツをも

てずにこまっていたら、りゅ

うたくんがもってくれた。た

すけあいや、こせいをのばす

ことのたいせつさを学べる

おはなし。 

『俺達の日常には 

バッセンが足りない』 

三羽 省吾/著 双葉社 

2021.6 分類：F/ﾐ 

 

実家が土建業を営むシンジ。その

寮に、周囲に迷惑ばかりをかけて

きた中学の同級生エージが転が

り込んできた。そんなエージが、

ある日突然バッティングセンタ

ーをつくろうと言い出し…。 

『あそびアイデアＢＯＯＫ』 

開 一夫/監修 倉田 けい/絵朝

日新聞出版 

2021.5 分類：599/A 

 

「首がすわったころ」「立っちの

ころ」といった、赤ちゃんの成長

スピードを基準に、 １９１のあ

そびをイラストとともに紹介。ケ

アポイントやアレンジ、手あそび

うたも掲載。 

『おキモチや』 
とき なつき/作・絵 

文芸社 

2021.6 

 

毎日に刺激が足りないと思

っ て い た ぼ く の 家 の 裏 に 、

「おキモチや」ができた。ぼ

くはそこで、きりんの首、カ

チカチタイプのスイッチ、さ

かな、バイキン、流れ星など

のおキモチを買ってみて…。 

 

『悲しみの夜にカピバラが 

教えてくれた大切なこと』 

瀧森  古都/著 ＳＢクリエイティブ 

2021.5 分類：F/ﾀ 

 

30 年前、動物園のカピバラ小屋

で保護され、養護施設で育てられ

た加比原譲二は心優しい青年。し

かし、命の危機を感じるほどの

「いじめ」の対象になってしま

い、さらには、殺人事件に巻き込

まれ…。切なく優しい愛の物語。 

『生物学的に、 
しょうがない！』 

石川 幹人/著 サンマーク出版 

2021.6 分類：140/I 

 

片づけられない、つい飲みすぎる

…。あなたが悪いわけではありま

せん。人間が生物として持ってい

る遺伝子に刻まれたプログラム

が原因なのです! 生物学から見

て、人類が努力しても「なんとも

ならないこと」51を紹介。 

『たすひくねこ』 
にわ/さく 

マイクロマガジン社 

2021.5 

 

宝の地図をみつけた猫たち

が、冒険に出かけて、さあた

いへん! 最初は 10 匹で出発

したのに、ジャングルや洞窟

などで 1 匹ずつ迷子になって

減っていき… ? お話を楽し

みながら足し算や引き算が身

に付く絵本。 

『いつものＢａｒで、 

失恋の謎解きを』 

大石 大/著 双葉社 

2021.5 分類：F/ｵ 

 

馴染みのバーで過去の失恋につい

て話していた綾に、初老の男が社会

学や心理学を使って「失恋の真相」

を語り出し…。恋する男女が陥るス

レ違いを、当時の流行や社会情勢を

交えて描いたミステリー。『小説推

理』掲載を書籍化。 

『自律神経が整う考え方』 
原田 賢/著 

朝日新聞出版 

2021.6  分類：498/H  

  

気分の落ち込み、慢性的な不安

感、心のざわざわ…。ストレスを

感じることなく毎日を過ごすに

は? 自律神経失調症、うつ病を自

力で克服し、現在は整体院を営む

著者が、日常のストレスを減らす

思考法をシーン別に紹介する。 

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 

https://4.bp.blogspot.com/-NKCvMQL4E2U/U57C6kO2edI/AAAAAAAAhes/Yj2pUCgZpvw/s800/akachan_haihai.png

