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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  

１２月号 

年末年始の休館日と返却について 

地区図書館の年末年始のお休みは１２月２9日(水)～１月 3 日(月)までです。 

※１２月 24日(金)は資料整理日のためお休みです。 
 

休館時でも、外に出ている返却ポストに本を返すことができます。 

※寄贈本、CD・CD付きの本、大型絵本、学校やグループ名義で借りた本(団体貸出)、 

釧路以外の図書館から取り寄せた本(相互貸借本)は、このポストには入れず、カウンター 

でご返却いただきますようお願いいたします。 
 

年内最終日の１２月２8日(火)は 9：30～17：00 までの開館となります。 

また、新年初日の１月 4日(火)は、通常通り９：３０～１９：３０の開館です。 

  

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 ★「ふゆの絵本特集」「年末年始のご準備はお早めに！」 

「心があったかくなる本特集」 

【おはなし会】 毎週水曜日 15：00～15：30 ～ 1日、8日、15日、22日 
 

●東部地区図書館 ★「冬のお役立ち特集」「冬におすすめの本」 

           利用者さん参加型企画「あなたはどっち派？」７日（火）スタート 

【おはなし会】 毎月第 2・4日曜日 11：00～11：30 ～ 12 日、26日 
 

●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」 

「おいしそう！なえほん特集」 

【おはなし会】 毎週木曜日   11：00～11：30 ～ 2日、9日、16日、23日 

【かみしばい】 毎月第 2土曜日 11：00～11：30 ～ 11日 

 

 

ウェブサイト 

http://kushirolibrary.jp/ 

@kushiro_lib 

釧路市中央図書館 

お知らせ 

蔵書検索 

  

おはなし会・特集コーナー   

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30 31

2021年12月 2022年1月

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://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://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://smhn.info/201404-your-iphones-battery-is-killed-by-facebook-app-2/logo_facebook
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『だんごむしコーロコロ』 

海野 あした/作 

アルファポリス 2021.9 

 

おうちからでてきた、だんごむ

し。くるっとまあるくなってコ

ーロコロ。だんごむしはどこ

いくの。あれ？あそこにあ

るのは、お花かな？わあ、

へびだー！つかまらないよ

う、つるんとすべって、そ

のままガムにぶつかって

…。いったいどうなるの？  

『殿、恐れながら 

ブラックでござる』 

谷口  雅美/著 講談社 

2021.8 分類：MF/ﾀ 

 

尼崎城主の青山幸利は、臣下を

休ませず、贅沢も許さないパワ

ハラな殿。ワケアリ牢人・戸ノ

内兵庫は、尼崎のため江戸での

人材確保と、領地での人材育成

に関わる。ブラック大名は、愛

される殿へ変われるのか。 

『認知症が進まない 

話し方があった』 

吉田  勝明/著 青春出版社 

2021.9 分類：493/Y 

 

認知症の人が起こす「困った

行動」は、脳の機能低下が原

因。脳内の障害にアプローチ

することで、症状悪化を最小

限にできる。認知症の進行を

遅らせる話し方・接し方のノ

ウハウ・テクニックを、50の

ヒントとともに紹介する。 

『さがりめのニャン！』 
うえの よし/文 

くさか みなこ/絵 

絵本塾出版 2021.8 

 

下がり目のねこ・さがりめ

は、ねこのまちに住んでい

る。ある晩、となりまちのボ

ス・シゲゾーが、大勢の子分

を引き連れてまちを奪いに

来た。ねこのまちのボス・ジ

ロチョーは受けて立つ。さ

あ、戦いの行方はどうなる? 

『さみだれ』 

矢野 隆/著 

徳間書店 

2021.8 分類：F/ﾔ 

 

清水の次郎長一家に突然加わった

旅の博徒、皐月雨の晋八。素性を

問われても笑顔でかわすばかりだ

が、とにかく腕は立つ。折しも、

次郎長一家は甲州の卯吉一家と抗

争の真っただ中。晋八は即戦力と

して一家の客分となるが…。 

『海をわたった母子手帳』 
中村 安秀/著 

旬報社 

2021.9  分類：498/N  

  

日本で誕生した母子手帳は、

今や世界の 50カ国以上が使用

している。世界中の母と子の

命を守る母子手帳は、どう生

まれ、どう広まっていったの

か。小さな手帳が生んだ、大

きな奇跡の物語。 

『ゆめたんのぐっすり 

まほうとだいぼうけん』 
たかい よしかず/さく え 

主婦の友社 2021.9 

 

質の良い睡眠は、子どもが

賢くなる新習慣 ! 入眠す

る前に子どもの緊張を解

くことばや、リラックスす

る呼吸法、筋肉の弛緩法な

ど、深い睡眠がとれ、楽し

い夢をみられるような試

みを絵本で紹介する。 

『ソウルハザード』 

永山  千紗/著  

文芸社 

2021.8 分類：F/ﾅ 

 

元自衛官の村主は、残虐な殺人

事件により恋人の雪乃とその

家族を失った。犯人は 20 歳の

男で、危険運転を咎められたゆ

えの身勝手な犯行だった。村主

の怒りは、犯人、その妻、そし

て彼らの 1 歳の息子へと向け

られ…。 

『モブなのにすごいことしちゃった！ 

日本史の偉人たち』 
大澤研一/監修 朝日新聞出版 

2021.8 分類：281/A 

 

織田信長の人生を記録し続けた

太田牛一、「蒙古襲来」を習う

時に必ず出てくる「黒馬の人」

竹崎季長…。無名ではないけれ

ど、ちょっと目立たない日本の

偉人たち 70人を、 

特徴を描いた 

イラストとと 

もに紹介します。 

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 


