
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おしらせ 
 

 

 

●障がい者芸術作品巡回展 

11日(水)～19日(木) 9：30～19：30 

※19日は 15：00まで 

 

７階展示室 

資料検索 

第 154 号 
編集・発行・問合先 釧路市中央図書館 開館時間 9：30～19：30 
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釧路市中央図書館だより ３月号  

開催予定ではありますが、変

更になる場合は、釧路市障が

い福祉課のホームページにて

お知らせになります。 

この度の新型コロナウイルス感染症の影響により、図書館

で予定していたおはなし会、上映会、朗読会などのイベント

を、3 週間程度（3 月中旬頃まで）、中止または延期すること

となりました。 

2月 26日現在での決定ですので、今後のことにつきまして

は、館内でのポスター掲示、釧路市中央図書館ホームペー

ジ、facebook等でお知らせいたします。 

ご来館を楽しみに予定されていた皆様には大変申し訳ご

ざいませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

感染症対策をしっかりして 

乗り切りましょう！ 

https://4.bp.blogspot.com/-vvIiYibsDho/VNH7aZmYIpI/AAAAAAAAreQ/LRktMGV4lW4/s800/ugai_tearai.png


「リボンの男」 

山崎 ナオコーラ｜河出書房新社

2019.12 

            

結婚を機に専業主夫となった常雄

(愛称:妹子)は幼稚園からの帰り道、 

息子のタロウと河川敷を歩いていた。 

自らを「時給マイナスの男」と称し、 

主夫=ヒモなのでは、と悩む常雄に

思いもよらない言葉がかけられた。 

 

 

 

 

い 

「古くてあたらしい仕事」 

島田 潤一郎｜新潮社｜2019.11 

 

嘘をつかない。裏切らない。ぼくは具

体的なだれかを思って、本をつくる。

それしかできない。ひとり出版社「夏

葉社」の 10年が伝える、働き方と本

の未来。 

「地形の思想史」 

原  武史 | KADOKAWA｜

2019.12 

 

なぜ、皇太子一家はある「岬」を訪

ね続けたのか? なぜ、「峠」で天皇

制と革命思想は対峙したのか? な

ぜ、富士の「麓」でオウムは終末を

望んだのか? 国内の様々な場所

を歩き、地形と思想の浅からぬ関

係について考察する。 

「ヘンテコ城めぐり」 

長谷川 ヨシテル｜柏書房｜2020.1 

 

桃太郎の鬼が城主を務めた「鬼ノ

城」、日本で唯一まん丸の形をした

「田中城」…。日本各地のちょっと変わ

ったエピソードや構造、歴史を持つヘ

ンテコなお城の素顔を語り尽くす。 

「野生動物問題への挑戦」 

羽山  伸一｜東京大学出版会｜

2019.11 

 

特別天然記念物の獣害問題、連れて

こられた外来動物、福島原発災害や

エイズ感染したツシマヤマネコ…。野

生動物問題を、それぞれの時代を背

景にした人間と野生動物の関係から

社会問題化する。 

文学・小説 

「通園通学グッズ大集合！」 

日本ヴォーグ社｜2020.2 

 

手さげバッグ・上ばき入れ・お着がえ

袋、お弁当のためのランチセット、ショ

ルダーバッグ、リュック、防災ずきんカ

バー…。通園通学グッズ 145点の作り

方を紹介。分かりやすい基礎と写真プ

ロセスレッスン付き。 

郷土資料 

「風間教場」 

長岡 弘樹｜小学館｜2019.12 

 

警察学校第百二期短期課程教官、

風間公親。徹底した指導方針から

「冷酷非情な鬼教官」として知られて

いた風間に、校長の久光が与えた

任務は「落伍者ゼロの教場を作る」と

いうものだった。辞退を望む生徒を

辞めさせない鬼教官として、風間は

この難問題に真っ向から挑んでいく。 

 

 

 

 

 

新着資料のご紹介  

「梅と水仙」 

植松 三十里｜ＰＨＰ研究所

2020.1 

 

津田塾大学の創設者、津田梅子と

父親、仙の生涯を描いた歴史小説。 

仙の推薦により僅か六歳で日本初

の女子留学生として渡米した梅子は

帰国後、周囲との軋轢や父との確執

に悩みながらも「女性の文明化」を

目指し、女子教育へと携わっていく。 
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実用書 
「もりの絵日記」 

イーストサイド編集部 

バルク・カンパニー｜2004.3 

 

北海道のカントリーサイドに暮らす新

住民達が、日々感じる北海道への思

いを綴る愛と本音の 76編。 

 

 (郷土資料の本は貸出不可) 

 



「ぶぶるん ふるふる」 

まつもとさとみ 文  あずみ虫 絵 

ほるぷ出版｜2019.12 

 

ぶぶるんぶるぶる、そらをとぶのは 

ヘリコプター。ぶるぶるぶぶぶぶ、 

とんでるとんでるヘリこぶたー。 

つぎつぎ連なっていく 

言葉遊び絵本。 

「霧見台三丁目の未来人」 

緑川 聖司 著 

PHP研究所｜2020.1 

 

霧見台には「霧男」という都市伝説

がある。霧の日にあらわれる男が、

近い未来の予言をするというのだ。

広瀬真尋達はこの           

「霧男」が未来人だと         

推測し始めるが…。 

   

「がっこうかっぱのおひっこし」 

山本 悦子 作  市居 みか 絵 

童心社｜2019.12 

 

友達ができなくて悩んでいるけいくん 

は、休み時間になるといつも一人で 

池に行く。そこでけいくんは小さな 

カッパと出会い、池を工事 

する間カッパを飼うことに 

なって……。 

吹奏楽 『ニュー・サウンズ・イン・ブラス ２０１９』 C/ﾆ/’19 

クラシック 『アダージョ パイプオルガンで聴く名曲／紙屋信義（オルガン）』 F/ｱ 

クラシック 『サリエリ：まずは音楽、おつぎが言葉  モーツァルト：劇場支配人／アーノンクール』 G/ｻ 

クラシック 『伊福部昭「寒帯林」「ＳＦ交響ファンタジー第１番」「リトミカ・オスティナータ」』 I/ｲ 

ジャズ 『ジャズ・ナウ２０１９ 今、聴きたいジャズ』 J/ｺ 

子ども向け 『さくら♪ＳＯＮＧＳ』 O/ｻ 

子ども向け 『まいにちのほいくソング あいさつ・おさんぽ・てあらい・おべんとう・おかたづけ』 O/ﾏ 

その他 『窪田ミナ ＮＨＫ ＷＯＲＫＳ』 Z/ｸ 

その他 『スピルバーグの世界』 Z/ｽ 

その他 『卒業コレクション ピアノでつづる旅立ちの歌～未来へのエール』 Z/ｿ ほか 

釧路市立美術館 
展覧会のおしらせ 

「18歳までに知っておきたい 

法のはなし」 

神坪 浩喜 著 

星雲社｜2020.1 

法のちょっとした知識や考え方を知っ

ておくだけで、トラブルを防止し、幸せ

に生きやすくなる。多様な社会の中              

18歳になる前に、            

知っておいてほしい 

わかりやすい法の話。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ごはん山」 

 はらぺこめがね さく 

白泉社｜2020.1 

 

こんもり盛った炊き立てのごはんは、 

なんだかお山みたい！ 

「すしがたけ」「どんぶりやま」…。 

いろんなごはん山に 

一緒に登ってみよう！ 

 

「戦場の秘密図書館」 

～シリアに残された希望～ 

マイク・トムソン 著 

文溪堂｜2019.12 

政府軍により完全封鎖され、日々

空爆される。それでも人々は「本」を

糧に絶望的な状況を生きぬいた! 

激しいシリア内戦下、            

ダラヤの町の地下           

秘密図書館を守った         

若者達のストーリー。 

児童書 
 

    

【コレクション展】  花の季節 

 日時：2/15(土)～3/29(日)10:00～17:00 

  休館日：月曜日 

  料金：一般 140円(大学生以下無料) 

 

   第 67回 釧路郷土作家展 

 日時：美術部門 2/22(土)～3/1(日) 

     書・写真部門 3/14(土)～3/22(日) 

いずれも 10:00～17:00(最終日は 16:00まで) 

ティーンズ 
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しらべもの 児童書 

新着ＣＤ  



月 火 水 木 金 土 日 

      1 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ 

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ 

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

３０ ３１      

 

３月の行事カレンダー 

1４：３0～1５：００ 

1４：３0～1５：００ 

 

 

  

休館日 

（資料整理日) 

休館日 

休館日 

対面 

図書館バス巡回日程（３月～４月） 

今月の上映作品紹介 

対面 

時間：１３時～ 場所：７階多目的ホール 座席数：８０席 

戯曲朗読会 

13：00～13：50 

シンポジウム 

14：00～15：30 

文学館 

11：00～11：30 

対面 

★2019 年 8 月の上映会より、洋画は日本語吹き替え版・日本語字幕で上映しております★ 

表示マーク 

 

 

 

 

上映会 

13：00～ 

 

 

 

 

 

おはなし会 

 

 

 

 

 

対面朗読 

サービス 

10：00～12：00 

13：00～15：00 

視覚にハンディの

ある方や活字が

見えづらく本を読

むのが大変と感じ

る方へのサービ

スです。 

申込が必要です

ので、中央図書

館へお問合せく

ださい。 

２０日（金） 祝日上映会 ２１日（土） ２８日（土） 

「ブラウン神父の事件簿 

Ｖｏｌ．３」 
ミステリー/イギリス 

２０１３年/１時間３６分 

音声：英語，字幕：日本語 

「ワイルドガン」 
西部劇/カナダ 

２０１５年/１時間３０分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「遺体 明日への十日間」 
人間ドラマ/日本/ 

２０１３年/１時間４５分 

音声：日本語，字幕：なし 

ブラウン神父が活躍する世界的

ミステリーから「アポロの眼」「キリ

ストの花嫁」の２話を収録。 

※各話にオープニング・エンディ

ングが流れます。 

ガンマンをやめて帰郷したジョン

は、暴力を捨て父親と和解した。

だが、故郷をギャングから守るた

め、ジョンは再び銃をとることを迫

られる… 

震災で甚大な被害を受けた岩手

県釜石市で、相葉はボランティア

としてご遺体の安置所に勤めるこ

とに。混乱と苦悩に向き合った

人々を描く。 

（再上映） 

 

祝 
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対面 

対面 

対面 

週 曜 バスのとまるところ 週 曜 バスのとまるところ

くしろししょうがいがくしゅう

釧路市生涯学習センター
13：10 ～13：40

こうようじどうかん

光陽児童館
14：30 ～15：10

　            はるとりてん

フクハラ春採店 14：00 ～14：40
　　　　　　　 がくえん

はしどい学園
13：30 ～14：00

しらかば　　　  がくえん

白樺まりも学園
15：00 ～15：40

どうえいしんふじだんち

道営新富士団地
14：10 ～14：40

                   　とっとりおおどおりてん

ｽｰﾊﾟｰｱｰｸｽ鳥取大通店 ※2
13：30 ～14：10

ほしがうらろうじんふくし

星が浦老人福祉センター
15：00 ～15：30

　　　　　 　      　    くしろしょうわ

イオンモール釧路昭和
14：30 ～15：10

おたのしけふじた

大楽毛藤田ストア
13：30 ～14：10

だいいちふく　　　ほいくえん

第１福ちゃん保育園 ※３
13：30 ～14：10

おたのしけしょうがっこう

大楽毛小学校
14：30 ～15：10

やなぎまち　　　　　　　　　　　じょう

柳町スピードスケート場
14：30 ～15：10

はるとりししょ

春採支所
13：30 ～14：10

　　　　　　　　　　くしろぶんか
コーチャンフォー釧路文化ホール ※1

13：30 ～14：10
　　　　　　　むさてん

フクハラ武佐店
14：30 ～15：20

こまばこうえん

駒場公園
14：30 ～15：10

第1

と

第3

じ　　か　　ん

時　　　間 3月 4月

第1 火
やまはなしょう・ちゅうがっこう

山花小・中学校
10：20 ～ 10：50 10(第2火) 14(第2火)

火 3・17 7・21

水

金 6・20 3・17

4・18 1・15

木 5・19 2・16

13：30～14：10

13・27 10・24

　　※１「コーチャンフォー釧路文化ホール」は「釧路市民文化会館」の愛称です。
　　※2｢スーパーアークス鳥取大通店｣は「ビッグハウス釧路店」と同じ場所です。
　　※3「第1福ちゃん保育園」は「緑ケ岡会館」と同じ場所です。

じ　　か　　ん

時　　　間 3月 4月

火 10・24 14・28

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 11・25 8・22

木 12・26 9・23

金

対面 

11：00～11：30 
対面 

11：00～11：30 

対面 

休館日 

休館日 

休館日 

https://4.bp.blogspot.com/-cO7SX-VhdMg/UzIgzYouxHI/AAAAAAAAeiQ/X2CP_wQ88mU/s800/sakura_kaika.png
https://3.bp.blogspot.com/-cvbnnEbsvvE/U5l58TQmj_I/AAAAAAAAhVg/igOLGbjFPJc/s800/hinamatsuri_tsurushibina.png
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