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おはなし会・特集コーナー 

編集 
発行  

２月号 

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 

ウェブサイト 

http://kushirolibrary.jp/ 

@kushiro_lib 

釧路市中央図書館 

お知らせ 

・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 

●西部地区図書館 ★「どうぶつ大好き」「あったか～い」 

「『このミス』大賞作家特集」 

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

 

●東部地区図書館 ★「おくりものに一工夫」「星の物語」 

           「鳥とりどり」 

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

 

●中部地区図書館 ★「映画・ドラマ化された小説特集」「のりものえほん」 

「えがおあふれるユーモアえほん」 

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

【 かみしばい 】 毎月第 2土曜日 11：00～11：30 ～ 11日 

図書館システムの更新作業に伴い、中央図書館・図書館バス・地区図書館・阿寒町公民館図書室・

音別町ふれあい図書館・釧路文学館は臨時休館いたします。 

合わせてWEBサービスでの、本の予約・延長、ご利用状況の確認等もご利用いただけません。 

大変ご不便をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。 

  

●図書館システム更新作業に伴う臨時休館について 

休館期間：2023年 2月 22日(水)～28日(火) 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 26 27 28 29 30 31

2023年2月 2023年3月

休館日

３月 1日(水)から、通常通り開館いたします。 

  

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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『よるのあいだに… みんなを 

ささえるはたらく人たち』 

ポリー  フェイバー/ぶん  

ハリエット  ホブデイ/え 

ＢＬ出版 2022.10 

 

わたしが寝ている夜も、みんな

のために頑張る人たちがいる。

みんなの暮らしを支えている

人たちは、どんな人たちなんだ

ろう。夜間にはたらく人たちの

仕事をやさしい描写で表現し

た絵本。 

『不知火判事の比類なき 

被告人質問』 

矢樹  純/著 

双葉社 

2022.10 分類：F/ﾔ 

                        

30 代無職の娘が母親を絞殺。

娘は犯行を認め、何事もなく結

審すると思われたが不知火判

事の質問で法廷の景色が一変

する。どんでん返しの新女王が

放つ法廷ミステリー。 

５つの裁判を収録。 

『食材の選び方と保存法』 

造事務所/編 

メディアパル 

2022.10 分類：498/Z 

           

新鮮で栄養豊富な食材を選ぶ

には？食料品売り場に並んで

いる「野菜」「果物」「魚介類」

「肉・大豆」のなかから、とく

に手に取りやすい 130 種類を

厳選し、色や形、触感でチェッ

クすべきポイントを綿密な 

イラストととも

に解説。 

『保健室には魔女が必要』 

石川 宏千花/作  

偕成社 2022.12 

 

主人公は、中学校の保健室の先

生にして魔女（まじょ）。自分

が考案する「おまじない」を流

通させ、もっとも定着させた魔

女が選ばれる七魔女決定戦に

参加している。きょうも保健室

にやってくる生徒たちの悩み

をきき、それを解決する「おま

じない」を授け…。 

『わたしの心を強くする 

「ひとり時間」のつくり方』 

岸本 葉子/著 佼成出版社 

2022.11 分類：F/ｷ 

 

ひとりは解放感のある一方、不

安がつきもの。わたしを整え、

心を強くしていくことが必要。

ひとり時間のつくり方を、 

「時間の質を上げる」「暮らし

の工夫」「人間関係の保ち方」

など５つの面から考える。 

『三流シェフ』 

三國 清三/著 

幻冬舎 

2022.12 分類：289.1/M 

  

雑用こそ人生の突破口。誰より

苦労しても、その苦労を見てい

る人は１％にも満たない。それ

でも“世界のミクニ”は必死

に鍋を磨き続けた－。料理界の

カリスマ・三國シ

ェフが半生を振

り返る。 

『あかりのともるおうち』 
エリン  ネピア/さく 

アダム  トレスト/え 

世界文化社 2022.11 

 

新しく建てられた家は「わた

しにはどんな人が住むのだろ

う」と想像していた。夜にな

れば、あかりをともし、みん

なを守りたいと願っていた。

最初にやって来た家族は…。

家族や年月の移り変わりを、

「家」の視点で描いた絵本。  

『鎌倉署・小笠原亜澄の 

事件簿』 

鳴神  響一/著 文藝春秋 

2022.10 分類：MF/ﾅ 

 

鎌倉山にある豪邸で文豪・蘆名

盛雄の死体が発見された。捜査

一課の吉川元哉は、鎌倉署の小

笠原亜澄とコンビを組むこと

に。聞き込みを開始すると蘆名

の遺作原稿が見つからないと

いうのだが…。 

『月１４万円の年金で 
夫婦が生活している術』 

中町  敏矢/著 ぱる出版 

2022.11  分類：591/N 

 

年金が少なくても、暮らし方と

法的制度の活用で、楽しく生活

できる。夫婦で月 14 万円の年

金で暮らす著者が、老後不安の

消し方、スリムな葬儀、年金を

増やす方法、ノーリスクの節税

策などについて語る。 

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  


