
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コロナウイルス感染症拡大防止のため長い間臨時休館となり、大

変ご不便をおかけいたしました。５月２６日（火）より開館いたします。

ただし、感染拡大防止対策として、滞在型を休止といたしました。新

聞閲覧、最新号の雑誌閲覧、DVDの個人視聴、学習室・会議室・

ラウンジなどの使用、おはなし会・上映会などのイベント開催につい

ては不可となっております。資料の貸出・返却のみという制限があり

ご不便をおかけいたしますが、図書館での滞在時間を短くしていただ

くことへのご理解とご協力をお願いいたします。それぞれ再開できる

ようになりましたら、ホームページや facebookでもお知らせいたしま

すのでご確認ください。 

 

併せまして、図書館をご利用いただく際には、マスクの着用、咳エ

チケット、手洗い、エレベーターホールに設置しているアルコール消

毒液の使用に気を付けていただき、風邪症状や３７．５℃以上の発

熱、体調不良がある方についてはご利用をお控えいただけますよう

ご協力をお願いいたします。 

また、感染者発生等の万が一に備えて、入館者の記録をとらせ

ていただきます。入館に際しては、各階の受付にて利用者カードを

提示いただくか、利用者カードをお持ちでない方は入館記録票にご

記入をお願いいたします（目的以外での使用はいたしません）。 

当面の間ご不便をおかけいたしますが、ご協力いただけますようよ

ろしくお願いいたします。 

資料検索 

第 156号 
編集・発行・問合先 釧路市中央図書館 開館時間 9：30～19：30 

〒085-0015 釧路市北大通 10丁目 2-1 電話 64-1740 ＦＡＸ 64-1741 

ウェブサイト http://kushirolibrary.jp 
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「空洞電車」 

朝倉 宏景｜双葉社｜２０２０．２ 

            

音楽の才能にあふれて天才と称賛

された弟、ミツトがマンションから転落

した。念願だったメジャーデビューを

果たして、更なる成功に手が届こうと

していた矢先だった。ボーカルという

要を失い、遺されたバンドメンバーに

兄の海人を筆頭に選択が迫られる。 

 

 

い 

「音楽家の食卓」 

野田 浩資｜誠文堂新光社

2020.1 

 

クラシックの名曲を生んだ音楽家た

ちは、どんな料理を食べていたのだ

ろうか？音楽を愛するドイツ料理レス

トランのシェフが、11人の音楽家たち

の足跡をたどり、彼らが愛したであろ

う料理の数々を紹介する。 

「ジオスケープ・ジャパン」 

竹下 光士 | 山と渓谷社｜2020.3 

 

日本列島は太古から隆起と沈降、

堆積と浸食を繰り返してきたことで、

美しくも不思議な地形や地層、奇

岩が全国各地で見られる。さまざま

な地形が織りなすダイナミックな絶

景と、その成り立ちをわかりやすく解

説する。 

「脱プラスチックへの挑戦」 

堅達 京子｜山と渓谷社｜2020.2 

 

「2050年、海の中のプラスチックごみの

量は、魚の量を超える」と唱えられてい

る。なぜ世界は脱プラスチックに積極的

なのか。日本企業の動きは？持続可能

な地球と世界のビジネスの潮流を、数々

の貴重な証言や、驚きの事実と共に伝

える。 

 

「いつのまにか、ギターと」 

村治 佳織｜主婦と生活社｜2020.1 

 

音楽のこと、日々のこと、かけがえのない

大切なこと…。15 歳での鮮烈なデビュー

から25年。世界的クラシックギタリスト・村

治佳織が、初めて綴った書き下ろしエッ

セイ。村治さんが演奏している姿や、街歩

きの様子などの写真付き。 

文学・小説 

「はじめての生米パン 

生のお米をパンに変える魔法のレシピ」 

光文社｜2020.2 

 

米粉なしでお米パンができる! 材料を

そろえたらミキサー任せ、発酵は 1回

だけ、小麦粉・卵・乳製品不使用の、

生のお米を使った生米パンのレシピを

紹介する。生米パンと相性ぴったりの

スープやサラダ等も掲載。 

郷土資料 

「七度笑えば、恋の味」 

古矢永 塔子｜小学館｜２０２０．２ 

 

自らの容姿にコンプレックスを抱いて

いる桐子は常にマスクと眼鏡で顔を

隠し、職場での人付き合いも避けて

いた。ここが潮時か、と退職を考える

桐子の前に現れたのは、勤務先の

高齢者向けマンション『みぎわ荘』の

最上階に住み、勝手な振る舞いから

不良老人として評判の匙田だった。 

 

 

 

 

 

 

新着資料のご紹介  

「茶聖」 

伊藤 潤｜幻冬舎｜２０２０．２ 

 

堺の商人であり茶人として「茶の湯」

の文化を完成させた千利休。戦乱

の無き世を目指し、静謐をもたらすと

いう野望を実現するべく、信長・秀吉

の茶頭を務める。わずか二畳の茶室

を舞台に、それぞれが目指すものの

ため、互いに利用し合い、秀吉の影

として暗躍する利休だったが……。 
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実用書 
「おもしろ“紙学” 

－紙の未来とわたしたちの生活」 

小六  信和 中村  文人 

くもん出版｜2019.12 

 

日常生活で使われる紙の歴史や作り

方、昔と今のリサイクルの仕方や、製

紙工場が行っている環境保護活動な

どを、写真を交えこどもにもわかるよう

に説明する。 

 (貸出可能資料あり) 

 



「いろんなでんしゃ 

はっしゃしまーす」 

岡本雄司 さく  

アリス館｜2020.2 

 

電車が大好きな男の子。お母さんと 

お買い物に出かけたり、お父さんと 

遠くまで出かけたり…。 

今日はどんな電車に 

乗るのかな？実際に 

ある電車が登場します！ 

「アリババの猫が聞いている」 

新藤 悦子 作  佐竹 美保 絵 

ポプラ社｜2020.2 

 

イラン出身の言語学者アリババの飼

い猫シャイフは、人の言葉がわかる

猫。アリババの出張中、民芸品店・

ひらけごまに預けられた         

シャイフは、海をこえて  

集まった物たちの話を 

聞く。 

   

「うりぼうウリタ もりのがっこう」 

おくやまゆか 作 

偕成社｜2020.2 

 

いのししの子、うりぼうのウリタは 

くいしんぼうで、あわてんぼ。 

春から通っている森の学校では、 

新しい友だちがたくさん 

できて・・・。ウリタの楽しい 

毎日を描いた 4つの 

おはなしを収録♪ 

クラシック 『ベートーヴェン：交響曲全集／久石譲（指揮）フューチャー・オーケストラ・クラシックス』 A/ﾍ 

クラシック 『ティプシー・チューン トルヴェール・クヮルテット（サクソフォン四重奏）』 E/ｼ 

クラシック 『フェルメール 絵の中の音楽』 I/ﾌ 

ジャズ 『マッチブック／ラルフ・タウナー』 J/ﾀ 

ポップス 『コーヒー＆ソング Ａｒｏｕｎｄ ４０’Ｓ  ＳＵＲＥ ＴＨＩＮＧＳ』 L/ｺ 

ポップス 『日本人によるシャンソン・ベスト Ｖｏｌ．２ 愛の讃歌』 L/ﾆ/2 

子ども向け 『音楽健康優良児 Ⅱ さわやかな笑顔の音楽』 O/ｵ/2 

演芸 『昭和漫才傑作選』 Q/ｼ 

その他 『アレクシス・フレンチ『エヴォリューション』 Z/ｱ 

その他 『Ｌｅｓ Ｍｉｓｅｒａｂｌｅｓ レ・ミゼラブル プロローグ 第１幕 日本公演ライヴ盤』 Z/ﾚ ほか 

釧路市立美術館 
展覧会のおしらせ 

「ねえねえあのね」 

  しもかわらゆみ さく 

講談社｜2020.2 

 

ひよこちゃんがねずみさんに 

「だいすきよ」。うれしくなったねずみ 

さんは、あひるさんに「だいすき」。 

あひるさんもうれしく 

なって…。うれしいきもち 

がどんどん伝わる絵本。 

「窓」 

小手鞠 るい 作 

小学館｜2020.2 

 

父と離婚し、幼い頃から離れて暮らし

ていた窓香の母のノートが、窓香の元

に届いた。ノートには、母がどのように

生きていたのかが書かれ 

ていた。母を理解し、 

大きく成長する少女を 

描く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ひまわり 

～やさいと花をそだててかんさつ」 

齊藤 和貴・富山 正人 監修 

新日本出版社｜2020.2 

子どもたちがひまわりを育てるときに

役立つ本。種をまいてから、つぼみ

がつき、花が咲き、新しい種を取る

までを、沢山の写真 

とイラストと共に 

やさしく説明している 

一冊です。 

 

児童書 
 

    

【特別展】 めいろ！めいろ！！迷路！！！ 

 日時：4/18(土)～6/21(日) 10:00～17:00 

     毎週金・土曜日は 19:00まで 

  休館日：5月 4日を除く月曜日休館 

  料金：一般 900円（大学生以下無料） 

 

※変更または中止となる場合がありますので、詳

細は釧路市立美術館へお問い合わせください。 

  TEL:０１５４－４２－６１１６ 

   

 

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 

 

５月の行事カレンダー 

 

 

  

休館日 

（資料整理日) 

休館日 

休館日 

図書館バス巡回日程（５月～６月） 

今月の上映作品紹介 

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。 

 

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 5月 6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 2

火 19 2・16

水

金 5・19

20 3・17

木 21 4・18

13：30～14：10

22 12・26

　　※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 5月 6月

火 26 9・23

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 27 10・24

木 28 11・25

金

休館日 

休館日 

時間：１３時～ 場所：７階多目的ホール 座席数：４０席 

今月の上映会は全て中止です。 

再開までもうしばらくお待ちく

ださい。 

 

 

コロナウイルス

感染症集団感染

を防ぐため、隣

同士の席の間隔

をあけておりま

す。座席数が減

ってしまいます

が、ご了承くださ

い。 
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休館日 

対面 
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