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     ・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  

１０月号 

今年は、地区図書館でも同時開催いたします！ 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策をしっかりと行いながら、 

10月 30日(土)、31（日）、11月 2日（火）、3日(水)の 4日間で行います。 

詳細はフェスタのポスター、ちらしをご覧ください。  

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 ★「秋のえほん特集」「秋といえば特集」 

「昨年はこんな本が出版されました」 

【おはなし会】 毎週水曜日 15：00～15：30 ～ 6日、13日、20日、27日 

 

●東部地区図書館 ★「冬がくる前に」「おうちでミュージアム」「鉄道の日」 

【おはなし会】 毎月第 2・4日曜日 11：00～11：30 ～ 10日、24日 

 

●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」 

「のりもの特集」 

【おはなし会】 毎週木曜日   11：00～11：30 ～ 7日、14日、21日、28日 

【かみしばい】 毎月第 2 土曜日 11：00～11：30 ～ 9日 

ウェブサイト 

http://kushirolibrary.jp/ 

@kushiro_lib 

釧路市中央図書館 

としょかんフェスタ 2021 

蔵書検索 

  

おしらせ   
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としょかんフェスタ

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
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『ゆれるシッポ、 

ふんじゃった！』 

いまにし のりこ/著 

岩崎書店 2021.7 

 

まいにちたのしくすごして

いた、10 さいの犬・きらら

と 15 さいの犬・みらい。 

ある日、みらいがきららの

しっぽをふんづけました。 

きららがうなってにらんで

も ,みらいはきょとんとし

た顔をしていて…。 

『まぎわのごはん』 

藤ノ木 優/著 

小学館 

2021.6 分類：MF/ﾌ 

 

修行先の和食店を追いだされ

た赤坂翔太は「まぎわ」という

料理店にたどり着く。「まぎわ」

の味に感動し、店で働き始めた

翔太だったが、そこは患者に合

わせた料理を提供する料理店

だった。 

『ファビオの 

とっておきパスタ』 

ファビオ/著 ナツメ社 

2021.8 分類：596/F 

 

出汁(ブロード)+ちょっとした

コツで、別次元においしい!  

YouTube『ファビオ飯』で人気

の若手シェフが、素材の香り

と旨味が凝縮された新感覚の

パスタ料理 42品を紹介。 

『いつつごうさぎと 

    うみのほうせき』 
まつお りかこ/作・絵 

岩崎書店 2021.6 

 

お店とお家がいっしょにな

ったトラックにのって、い

ろんなところを旅するいつ

つごうさぎ。今日は、潮風か

おる海辺のみちにやってき

ました。浜辺で喫茶店を開

いたり、みんなで海で遊ん

だりして…。 

『花束は毒』 

織守 きょうや/著 

文藝春秋 

2021.7 分類：F/ｵ 

 

かつての家庭教師・真壁と再会し

た木瀬は、結婚を控えた彼に届く

脅迫状のことを知り、探偵に犯人

捜しを依頼する。探偵・北見理花

と木瀬の出会いは中学時代、彼女

がもたらした「解決」は今も心に

棘を残し…。戦慄ミステリ。 

『攻めの節約』 
生方 正/著 

WAVE出版 

2021.7  分類：591/U  

  

生活パターン、買い物、人間

関係、時間の使い方…。発想

を切り替えるとお金がどんど

ん寄って来る。40代で 2億円

の資産を築いた元高卒自衛官

が、ムリなくできるお金の貯

め方&増やし方を教える。 

『スパーキーとスパイク』 
バーバラ ロウエル/ぶん 

ダン アンドレイアセン/え 

評論社 2021.7 

 

「ピーナッツ」の作者チャ

ールズ・シュルツの子ども

時代と、スヌーピーのモデ

ルになった愛犬のお話。絵

を担当したダン・アンドレ

イアセンが受け取ったシュ

ルツからの手紙も掲載。 

 

『木乃伊(ミイラ)の都』 

金澤 マリコ/著  

光文社 

2021.6 分類：F/ｶ 

 

16 世紀の長崎。10 歳の次郎丸

は貿易商ペドロに騙され奴隷

として売られる。翌年船が難

破、生き延びた次郎丸はエジプ

トでミイラ職人と出会う。ある

時、大量のミイラを注文する商

人がペドロであることに気づ

き…。歴史冒険ミステリー。 

『世界が面白くなる！ 
身の回りの科学』 

二間瀬 敏史/著 あさ出版  

2021.7分類：404/F 

 

ＡＩが人間を超えるのはい

つ？ ＧＰＳの仕組みは？ 

生活に欠かせない電子レンジ

や話題のＡＩなど、身の回り

にあるものを題材に、科学を

分かりやすく解説。科学の歴

史と科学者も紹介し、超弦理

論など難解な科学にも言及す

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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