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特集コーナー 

編集 
発行  

８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、31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 

「くらやみはこわい？～ちょっとすずしくなれるほん～」「たたかえ！夏休み」 

「今、読みたい！女性作家小説」 

「～心と暮らしを豊かに～」 
 

●東部地区図書館 

「なつ夏どぉ～んと夏特集」 

「節約を意識してみませんか」～できることから少しずつ～ 
 
●中部地区図書館 

「おばけ・ようかいえほん」 「夏休み工作＆自由研究特集」 

「背筋も凍る ホラー小説特集」 
 

ウェブサイト 

http://kushirolibrary.jp/ 

@kushiro_lib 

釧路市中央図書館 

催し 

・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  

 蔵書検索 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

2022年8月 2022年9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


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  
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『いただきますの 

おやくそくだもの』 

きだに やすのり/さく 

わたなべ あや/え 

あかね書房 2022.5 

 

食事の時間、小さな子ども

はなかなかごはんに集中

してくれない時もありま

す。「手をあらおうね」「お

もちゃにばいばい」「たべ

てってさみしそう」などの

食事マナーをやさしく伝

えます。 

『水曜日は働かない』 

宇野 常寛/著 

ホーム社 

2022.5 分類：F/ウ 

 

水曜日が休みになると 1 年 365

日がすべて休日に隣接する-。そ

の真実に気づいた著者が、毎週

水曜日を「自分を大切にするた

めの時間」に充てることにした

日常を綴る。WEB サイト

『HB』、note等掲載を

書籍化。 

『死刑になりたくて、 

他人を殺しました  

無差別殺傷犯の論理』 

インベ カヲリ★/著 ｲｰｽﾄ･ﾌﾟﾚｽ 

2022.5 分類：368/I 

 

「死刑になるため」と無差別殺

傷を行う凶悪犯たちはなぜ、計

画を実行することができたの

か。同じ境遇にいる人と、何か

違うのか。各界の研究者、加害

者とかかわる 10 人へのインタ

ビューから真の姿、求めていた

ものを探る。        

『ぼくのねこ』 
鈴木 のりたけ/さく・え 

PHP研究所 

2022.3 

 

いつもの場所で、いつものねこ

にごあいさつ。あれ、いつもと

もようが違う。「まいにちおな

じもようじゃつまらないでし

ょ？」というねこに、男の子は

いっしょにもようをかんがえ

てあげることに。絵探しも楽し

めるゆかいな絵本。 

『エクアドール』 

滝沢 志郎/著 

双葉社 

2022.5 分類：F/ﾀ 

 

大航海時代、愛する島と人を守

るために命懸けの船旅に出た

琉球人たちがいた－。日本に鉄

砲が伝来する戦国期直前の時

代を舞台に、男たちの熱き戦い

と永遠の友情を描く

歴史冒険小説。 

『92歳総務課長の教え 
 世界一仕事が楽しくなる！』 

玉置 泰子/著 ダイヤモンド社 

2022.5  分類：159/T 

  

９２歳で現役、ギネス世界記録

に認定された「世界最高齢の総

務部員」が、６６年の社歴で身

につけた仕事への向き合い方、

失敗を恐れずにチャレンジを

続けるための心構え、上司と部

下がわきまえるべき作法など

を伝える。 

『きみはすばらしい 

いまのアリとキリギリス』 
のぶみ/作 武田 双雲/書 

東京ニュース通信社 2022.3 

 

コツコツ働くアリと、夢を

見て生 きて いるキ リギリ

ス。うまくいかないことば

かりで疲れ果て、泣いてい

たとき、あることを思い出

し…。自分の人生を「自分

であるために生きる」とい

う新しい解釈の「アリとキ

リギリス」の絵本。 

『六法推理』 

五十嵐  律人/著 

KADOKAWA 

2022.4 分類：F/ｲ 

 

大学で無料の法律相談所を運

営する古城。リベンジポルノ、

毒親問題、カンニング騒動…。

法曹一家に育った法律マシー

ン古城と、自称助手の戸賀が 5

つの難事件に挑む。『小説野性

時代』掲載に書き下ろしを加え

て書籍化。 

『時間があっても、 
ごはん作りはしんどい』 

小竹 貴子/著 学研プラス 

2022.5  分類：596/K 

 

料理のレパートリーが少な

い、何を作るか考えるのが苦

痛、手抜き料理に罪悪感があ

る…。クックパッド 365万以

上の投稿を見てきた著者が、

「あるある」な悩みを解決す

るポジティブアドバ

イスと簡単レシピ 70

品を紹介する。 


