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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  

３月号 

●西部地区図書館 【おはなし会】 毎週 水曜日 ～ 9日、16日、23日、30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 ～ 13日、27日 

11：00～11：30 

●中部地区図書館 【おはなし会】 毎週 木曜日 ～ 10日、17日、24日、31日 

11：00～11：30 

【かみしばい】 毎月第 2土曜日 ～ 12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 

「寅年うまれの作家特集」 

 「動物が出てくるおはなし」 「おうちを楽しもう！」 
 

●東部地区図書館 

「理系特集」 「絵本と写真集、ときどきご飯」 

「おもひで」～ エピソード記憶を振り返り 認トレしよう ～ 
 
●中部地区図書館 

「はるのえほん」 「ワクワク ドキドキ 入園・入学が楽しみになる本」 

「涙活でコロナストレス解消！ 感動小説特集」 
 

 
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 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

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

2022年3月 2022年4月

休館日

まん延防止等重点措置の適用期間（３月６日までの予定）は、おはなし会を中止いたします。 

皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため長時間のご利用はお控えくだ

さいますようお願いいたします。 

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://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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『こんなかお、できる？』 

ウィリアム コール/作 

トミー ウンゲラー/絵 

好学社 2021.12 

 

いつもなかなか寝ようとしな

いフランシス。そこで、パパは

「こんな かお、できる？」と

いうゲームに誘います。フラン

シスは、寝る支度をしながら、

ゲームを楽しみ…。 

おやすみ前のユーモラスなか

おあそび絵本。 

『討ち入りたくない 

内蔵助』 

白蔵  盈太/著 文芸社 

2021.12 分類：MF/ｼ 

 

大石内蔵助の人生は、主君が起

こした松の廊下の刃傷事件に

よって暗転する。不公平な幕府

の裁定を前に、籠城だ仇討だと

いきり立つ藩士たち。彼らをの

らりくらりとかわしながら、お

家再興に向けて奔走し…。 

『世界一美味しい！ 

のっけレシピの本』 

藤井  恵/著 主婦と生活社 

2021.12 分類：596/F 

 

ごはんも、めんも、サラダ

も、“具をのせる”だけでたち

まち完成。 のっけごはん人気

ベスト２０から、缶詰・びん

詰のっけめん、常備菜のっけ

サラダまで、カンタン＆ボリ

ューム満点の、のっけレシピ

１９０を紹介。 

『ハタハタ 

荒海にかがやく命』 
高久  至/写真・文 

あかね書房 2021.12 

 

秋田県民に愛され、食文化や風

物詩、歌など深く生活に根ざし

ている魚、ハタハタ。海中での

姿や、産卵からふ化までを貴重

な写真で紹介する。SDGs の目

標「海の豊かさを守ろう」への

導入にふさわしい

一冊。 

『おとぎカンパニー  

モンスター編』 

田丸  雅智/著 光文社 

2021.12 分類：F/ﾀ 

 

やっと進んだ最終面接。でも社

長の頭は３つあって…!? ヴァ

ンパイアやミイラ、スライムな

ど、古今東西のモンスターたち

が現代社会で泣き笑い! 怪し

くてポップな魅惑のショート

ショート！ 

『がまんしない家』 
水越  美枝子/著 

ＮＨＫ出版 

2021.10 分類：527/M 

 

働き方改革、男女協働家事・

育児、プライバシーの尊重、

感染症対策への意識の高まり

…。住まう人に寄り添い、多

くの悩みを解決してきた一級

建築士が、これからの住まい

のスタンダードを

提案する。 

『たことさる』 
新井 洋行/作 

佼成出版社 

2021.11 

 

いぬとりすがであったら？あ

りとかめがであったら？にん

げんときんぎょがであった

ら？ふたつのことばのあたま

とおしりをくっつけてみよう。

いったいどんなことが

おこるかな？たのしい

ことばあそびえほん。 

『ものがたりの 

賊（やから）』 

真藤 順丈/著 文藝春秋 

2021.11 分類：F/ｼ 

 

１９２３年、大震災による被害

で帝都は壊滅状態。さらに陸軍

は胡乱な動きを見せ、致死の感

染症も忍び寄る。そんな東京を

救うため集められたのは、日本

文学が生んだ名キャラクター

たち！？ 

『母のトリセツ』 
黒川 伊保子/著 扶桑社 

2021.11  分類：367/K  

  

母の脳はステレオタイプ。こじ

れてしまうと母親ほど厄介な存

在はないけれど、押さえるべき

コツを摑めば簡単! 母・娘・姑

である脳科学者が、母親に巻き

込まれないための

コツや、母親をつ

き放しつつ喜ばす

方法などを教え

る。 

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 


