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特集コーナー 

編集 
発行  

９月号 

●西部地区図書館 【おはなし会】 毎週 水曜日 ～ 7 日、14日、21日、28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 ～ 11日、25日 

11：00～11：30 

●中部地区図書館 【おはなし会】 毎週 木曜日 ～ 1 日、8日、15日、22日、29日 

11：00～11：30 

【かみしばい】 毎月第 2土曜日 ～ 10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 

「秋のたべもの絵本」 「警察小説特集」 

「健康特集」～免疫力をたかめよう～ 
 

●東部地区図書館 

「秋を感じる本」 「敬老の日特集」 

「9割本特集」 
 
●中部地区図書館 

「あきのえほん」 「いろんなかぞくのえほん」 

「埋もれ本発掘特集」 
 

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 1

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

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

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

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

30 31

2022年9月 2022年10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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『ふたごパンダの 

こころコロコロ』 

西島 三重子/文 

はせがわ ゆうじ/絵 

中央公論新社 2022.4 

 

ゆめはおいつづけるから、

ゆめ。あきらめたとき、ゆ

めはきえる。背中にふうせ

んをつけたふたごのパン

ダがとびたつ先は…？シ

ンガーソングライターの

著者が綴る、読むとやさし

い気持ちになれる絵本。 

『入れ子細工の夜』 

阿津川 辰海/著 

光文社 

2022.5 分類：F/ア 

 

秘密を暴露された作家。いや、

捏造された作家？嘘と真実が裏

返り続ける 2 人劇「入れ子細工

の夜」をはじめ、『ジャーロ』掲

載の 4 編をまとめて単行本化。

本格ミステリの

極限を探る一冊。 

『鉄道好きのための 

法律入門』 

小島 好己/著 天夢人 

2022.3 分類：686/K 

 

鉄道撮影には許可が必要？IC

カード乗車券は誰のもの？落

し物でも緊急停止ボタンを押

して OK？鉄道に乗ったり、鉄

道趣味を楽しむうえで知って

おきたいルールや素朴な疑問

を、法律に基づいて Q＆A 形式

で解説する。 

『森のささやきの標本室』 
たなか 鮎子/作 

エイアンドエフ 

2022.6 

 

音の消えた森で迷子になった

こだまの弟をさがすため、リリ

とこだまは霧に包まれた森へ

入ります。古めかしい霧の精の

家にたどり着き、奥の部屋にい

くと、そこは森の音が標本にさ

れている“森のささやきの標

本室”で…。 

『予測不能の 1秒先も 

濁流みたいに愛してる』 

黒木 渚/著 講談社 

2022.6 分類：F/ｸ 

 

好きな音楽はパンク、好きなバ

ンドはクラッシュ。軽音部に入

った高２のシッポが、片思いの

男子のために用意した「設定」

だけど、少しずつ彼女の中にあ

った「音楽の光」が追

い越していき…。 

『中年女子のゆる薬膳。』 
池田 陽子/著 

文化学園文化出版局 

2022.6  分類：498/I 

  

体をつくるのは「食べ物」。コ

ンスタントに自分にとって必

要な食材を「体内に投入」して

いれば、確実に体は変わりま

す。スーパーの食材やコンビ

ニ・外食でもＯＫな、忙しい更

年期世代のための「ゆる薬膳」

を紹介します。 

『ことりのメルおっこちる』 

コーリー・R.テイバー/さく 

よしい かずみ/やく 

化学同人 2022.6 

 

わたし、とんでみる! こと

りのメルはそう決めると、

木の枝からジャンプして、

くるっと宙返り。まっさか

さまに落ちて、なんと水の

中に。そしてあっという間

に小さな魚をくちばしでつ

かんで…。くるりと回しな

がら読む絵本。 

『たとえ世界を 

敵に回しても』 

志駕  晃/著 KADOKAWA 

2022.4 分類：F/ｼ 

 

おまえの息子は犯罪者だ-。介

護施設で働く葉子のもとに、怪

文書が届く。5年前に家を飛び

出した息子が「炎上系」の動画

配信者だったこと、人の恨みを

買っていたこと、そして数日前

に姿を消したことを知り、葉子

は…。 

『住宅営業マン 
ぺこぺこ日記』 

屋敷  康蔵/著 三五館ｼﾝｼｬ 

2022.6  分類：520/Y 

 

数多ある営業職の中で群を抜

いたハードワーク、そして離

職率がきわめて高い「住宅営

業」。新興のローコスト住宅メ

ーカーに 10年近く在籍し、約

120件の住宅建築に携わった

著者が、痛々しく

も滑稽な苦闘の

日々を綴る。 


