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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  

11月号 

●西部地区図書館 【おはなし会】 毎週 水曜日 ～ 3日、10日、17日、24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 ～ 14日、28日 

11：00～11：30 

●中部地区図書館 【おはなし会】 毎週 木曜日 ～ 4日、11日、18日、25日 

11：00～11：30 

【かみしばい】 毎月第 2土曜日 ～ 13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 

「こんなシリーズはいかがですか」 

 「どうぶつの本特集」 「土方歳三と新選組」 

 

●東部地区図書館 

「ふうふの本」 「いぬ・ねこ特集」  

『富貴紙によるイラスト展』 

 

 

●中部地区図書館 

「ふゆのえほん特集」 「食欲そそる「料理」がテーマの小説特集」 「のりもの特集」 
 

 
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 

１１月５日から１２月５日まで、釧路・音別にゆかりのある５名の方が     

描いて下さった音別特産手すき和紙イラスト作品を展示します。 

作者：横山了一先生、友弥.先生、木島誠悟先生、原田カーナ先生、唐澤克己先生 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

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

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

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

28 29 30 26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

2021年11月 2021年12月・2022年1月

休館日

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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『おばけのキルト』 

リール・ネイソン/作 

バイロン・エッゲンシュワイラー/絵 

光村教育図書 2021.8 

 

キルトは小さなおばけ。ママも

パパも友だちもみんなシーツ

なのに、自分だけパッチワーク

キルトなのが不思議だった。み

んなは空気みたいに軽くて空

高く飛ぶけれど、キルトは飛び

上がるのも大変。だけどハロウ

ィンの夜は…。 

『出版禁止』 

長江 俊和/著 新潮社 

2021.8 分類：F/ﾅ 

 

心に傷を持ち、人生に疲れた

人々が集い再生を期す「いやし

の村」。穏やかに見えるその集

団だが、ネット上には「呪いで

人を殺すカルト集団」という根

強い噂があった。その真偽を探

るべく、ルポライターが潜入取

材を試みるが…。 

『はしもとみおの 

    木彫り教室』 

はしもと みお/著 KADOKAWA 

2021.7 分類：713/H 

 

猫と犬のスプーン、ツバメの

ブローチ、海の生き物モビー

ル、キジトラ猫のリングピロ

ー…。動物をモチーフにした

木彫り雑貨の作り方を詳細な

手順写真とともに、わかりや

すく紹介します。動物を描く

時の心得も伝授。型紙付き。 

『パ・パ・パ・ 

パパジャマ』 
石津 ちひろ/ぶん 

布川 愛子/え 

のら書店 2021.9 

 

おふろあがりの男の子が、ぬい

ぐるみたちといっしょにパジ

ャマを着ます。うまく着られる

かな? 自分でパジャマを着る

楽しさと喜びを伝える絵本。 

『アイアム 

マイヒーロー！』 

鯨井 あめ/著  

講談社 2021.8 分類：F/ｸ 

 

自分に何の期待もせず無気力

に過ごす大学生・敷石和也は、

駅のホームで女性が線路に転

落するのを目撃。右往左往して

いるうちに意識が遠のき、見知

らぬ子どもの姿となり目覚め

る。目の前には、昔の自分が…! 

『６０歳からの着こなし』 
花本  幸枝/著 

大和出版 

2021.8 分類：589/H 

 

元気で楽しく過ごすために 

もっとおしゃれをしましょう! 

60歳を迎え、限られた予算の

中で、老いと向き合いながら

どうおしゃれをするか? 同年

代のスタイリストが実践して

いることを紹介し、着こなし

のノウハウを伝えます。 

『きんたろうようちえん』 
やぎ たみこ/作 

あかね書房 

2021.8 

 

山の上に、子どもたちとど

うぶつたちがいっしょに過

ごす幼稚園があります。園

長は、力持ちで、どうぶつの

言葉が話せる、きんたろう

先生です。ある日、岩の水飲

み場から、おかしな声が聞

こえてきて…。 

『邪教の子』 

澤村 伊智/著 

文藝春秋 

2021.8 分類：F/ｻ 

 

この家はまともな場所ではな

い。ここは邪教の巣-。新興宗

教にハマった家族から囚われ

の少女を救い出すのは…? 平

凡なニュータウンで起きる異

常な事件を描く、戦慄のホラー

サスペンス。『別冊文藝春秋』

連載を単行本化。 

『月に 3冊、 
   読んでみる?』 

酒井 順子/著 東京新聞 

2021.8  分類：019/S  

  

人気エッセイスト・酒井順子

が、ひとつのテーマに沿った

本を 3冊選んで紹介。小説か

らエッセイ、古典、マンガま

で、279冊から著者独特の物

の見方が浮かび上がる。『東京

新聞』『中日新聞』連載を書籍

化。 

おすすめ新着本 西部地区図書館 

おすすめ新着本 東部地区図書館 

おすすめ新着本 中部地区図書館 


