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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ってお
りましたが、５月２６日（火）より開館いたしました。しかし、感染症防止
対策として、距離をあけるために、閲覧席や学習室、ラウンジの座席
数を減らしたり、おはなし会や上映会を中止しております。ご不便を
おかけいたしますが、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。
４階

ロビー

●教科書展示会
6 月 12 日(金)～7 月 1 日（水）
9：30～19：30
教科書の一般公開を通じて、地域住民の
皆様に教科書に触れていただくための展
示です。

７階

展示室

●アンダンテ絵画展
6 月 16 日(火)～28 日（日）
9：30～19：30
初日は 13：00 から
最終日は 16：00 まで

令和 2 年 6 月 2 日 釧路市中央図書館報

（2）

新着資料のご紹介
い

文学・小説
「発注いただきました！」

「東京ホロウアウト」

「言の葉は、残りて」

朝井 リョウ｜集英社｜2020.3

福田 和代｜東京創元社

佐藤 雫｜集英社｜2020.2

2020.3
鎌倉幕府三代将軍、源実朝は京の

「キャラメルが登場する掌編を三話」
「集英社文庫 40 周年記念エッセイ」

東京五輪開催を間近に控えた

摂関家の姫、信子を「御台所」として

など、企業とのタイアップや他作品と

2020 年 7 月。新聞社に届いた 1 本

迎え入れる。不安を抱えながら嫁ぐ

コラボした小説・エッセイをまとめた、

の電話は、東京中の配送トラックを

信子だったが、初めて目にする景色

デビュー10 周年の記念本。様々な

狙ったテロの予告だった。その直後

や実朝の人柄に触れるうち、次第に

制約が与えられた依頼にどう応えて

配送トラックだけでなく、鉄道や高速

心を通わせていく。実朝も信子から

いったか、著者自身がコメントする。

道路までがテロに巻き込まれ、人々

教わった和歌を愛し、武力ではなく

は物流崩壊の危機に直面していく。

言の葉で世を治めんと願うが……。

実用書
「世界でいちばん虚無な場所」

「怖くて眠れなくなる天文学」

「怖い仏教」

ダミアン ラッド｜柏書房

縣 秀彦 | PHP 研究所｜2020.3

平野 純｜小学館
2020.4

2020.4

小惑星・彗星が地球に衝突する？
南極の島に惑わされ、オーストラリアの

人類は、スペースデブリに復讐され

仏教のはじまりは「悟りをめざす清らかな

山で絶望し、米国でユートピアの虚しい

る？超新星爆発のガンマ線バース

教え」というイメージとは正反対。あまり

現実を知り…。Google マップ上の悲し

トによって人類は死滅する？読みだ

に危険で残酷なドラマに満ちていた。こ

い地名を取り上げ、その裏に隠された

したら止まらない、スリリングな天文

の本では恐ろしくも人間味あふれる仏

物語を紹介する。

学の成果を紹介する。

教の真の姿を紹介。

実用書
「しりとりっぷ！」

郷土資料
「くしろマチナカＬｉｎｅｒ ｎｏｔｅｓ」

吉田 友和｜産業編集センター

「作りおき&朝 10 分
糖質オフのラクチン弁当 365」

片桐 茂貴｜釧路市教育委員会

2020.4

学研プラス｜2020.2

2020.3

奄美大島→マチュピチュ→ユーレイルパ

冷蔵＆冷凍保存可能な「作りおき

釧路新聞連載の「くしろマチナカＬｉｎｅｒ

ス…。旅行作家が綴る、「しりとり」形式の

おかず」と、朝 10 分で作れる「時短

ｎｏｔｅｓ」第１回から第 47 回までを、加

旅エッセイ。旅の楽しみ方や、オススメ

おかず」に分け、簡単でおいしい糖質

筆増補し再構成。美術、舞踊、演劇、

情報も満載。筆者の“旅の引き出し”の

オフ弁当レシピを紹介。

音楽など、釧路の文化芸術を支えて

多さに驚くとともに、旅の魅力を再発見で

組み合わせ自由自在！

いる人々を紹介する 1 冊。

きる一冊。

これなら続く、ラクラクやせる♪
(貸出可能資料あり)
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新着資料のご紹介
児童書
「いろいろおてつだい」

「ケロリンピック」
大原 悦子 文

えがしら みちこ さく

古川 祐子 絵

小学館｜2020.3

福音館｜2020.3

「コトノハ町は今日もﾍﾝﾃｺ」
昼田 弥子 作

早川 世詩男 絵

光村図書｜2020.3

今日はカエルのオリンピック「ケロリンピ

「はなちゃん、ごはんのおてつだいし

ことわざや慣用句などのことばどおり

ック」です。池のまわりの草むら会場で

てくれる?」 今日はカレーライス。野

のことが起こるコトノハ町。そんなちょ

は、走り幅跳びや、小枝を使った棒高

菜を洗ったり、ごはんをよそったり、テ

っぴりヘンテコな町にすむ、小学生レ

跳びが行われています。お日さまが強

ーブルの上を片付けたり…。次は、

ンちゃんのゆかいなお話。

すぎて選手はフラフラ。

なにをしようかな?上手に

巻末に「あなたの町の

でも、雨が降ると…

お手伝いできるかな？

ことば辞典」付きです。

しらべもの

児童書
中山 聖子 作

「歴史とは靴である」

「夢と冒険の旅

「雷のあとに」

ティーンズ
磯田 道史 著

世界一周ガイド」

岡本 よしろう 絵

吉田 友和 監修

文研出版｜2020.1

講談社｜2020.1

小学館｜2020.2
歴史はむしろ実用品であって、靴に

睦子を「真面目ないい子」にさせ
たがるお母さん。同級生たちと

目的別に世界一周ルートを 20 通り

近いものではないか。歴史家の問い

睦子との距離は、広がっていく。

紹介。遺跡、大自然、都市、グルメ

かけに、女子高生が真剣に考える。

ハルおじさんと過ごす

などカラー写真も満載！

2019 年に鎌倉女学院

時間が睦子の支え

旅行気分で世界を

高校で行われた特別授業

だったが、ハルおじさん

学んでみよう♪

を元に再構成。

は死んでしまい…。

新着ＣＤ
クラシック 『プロコフィエフ：ピーターと狼

サン＝サーンス：動物の謝肉祭 他／バーンスタイン』

B/ﾌ

釧路市立美術館
展覧会のおしらせ

クラシック 『ヴィヴァルディ：協奏曲集《四季》／イ・ムジチ合奏団』 D/ﾋ
クラシック 『ドン・ジョバンニと薔薇の騎士 小説に出てくるクラシック』 I/ﾄ
ジャズ 『クッキン／マイルス・デイヴィス』 J/ﾃ
歌謡曲 『決定盤 昭和伝説こころの歌 昭和３０年～４０年』 L/ｹ
ポップス 『日本人によるハワイアン・ベスト Ｖｏｌ．２ アロハ・オエ』 L/ﾆ/2
世界の音楽 『沖仁／Ｓｐａｉｎ（スペイン）』 N/ｵ
子ども向け 『音楽健康優良児 ちょっとおひるねの音楽 Ⅳ』 O/ｵ/4
郷土 『ファイターズと共に ＴＲＩＰＬＡＮＥ（トライプレイン）』 R/ﾄ
その他 『ベスト・ドライヴィン・ミュージック ２』 Z/ﾍ/2 ほか

【特別展】 めいろ！めいろ！！迷路！！！
日時：～6/21(日) 10:00～17:00
毎週金・土曜日は 19:00 まで
休館日：月曜日
料金：一般 900 円（大学生以下無料）

【特別展】 フェルメール 音楽と指紋の謎
日時：6/30(火)～8/30（日） 10:00～17:00
休館日：月曜日
料金：一般 1000 円 高大生 500 円
中学生 300 円 小学生以下無料
（要保護者同伴）
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6 月の行事カレンダー
月

火

水

木

金

土

日

１

２

３

４

５

６

７

対面

対面

８

９

表示マーク

１０

１１

上映会
13：00～

１２

１３

１４

休館日
対面

対面

１５

１６

１７

１８

おはなし会

１９

２０

２１

対面

休館日

対面

２２

２３

２４

２５

２６

休館日

２７

２８

休館日
対面

２９

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

対面

（資料整理日)

３０

休館日

今月の上映作品紹介

時間：１３時～ 場所：７階多目的ホール 座席数：４０席

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。

上映会の再開日が未定です。
決まり次第、館内ポスター、ホームペ
ージ、facebook にてお知らせします。

図書館バス巡回日程（６月～７月）
週 曜
第1 火

バスのとまるところ
やまはなしょう・ちゅうがっこう

はるとりてん

がくえん

と

ｽｰﾊﾟｰｱｰｸｽ鳥取大通店 ※2
くしろしょうわ

イオンモール釧路昭和
だいいちふく

第3
木

ほいくえん

第１福ちゃん保育園
やなぎまち

※３

じょう

柳町スピードスケート場
金

くしろぶんか
コーチャンフォー釧路文化ホール ※1
こまばこうえん

駒場公園

6月

2

7月

週 曜

13：10 ～ 13：40

春日公園
こうようじどうかん

光陽児童館
がくえん

2・16 7・21

はしどい学園
第2 水

3・17 1・15
14：30 ～ 15：10

おたのしけふじた

第4

13：30 ～ 14：10

大楽毛藤田ストア
おたのしけしょうがっこう

大楽毛小学校

4・18 2・16

はるとりししょ

14：30 ～ 15：10
金

5・19 3・17

道営新富士団地
星が浦老人福祉センター

木

13：30 ～ 14：10

どうえいしんふじだんち

ほしがうらろうじんふくし

と

13：30 ～ 14：10

14：30 ～ 15：10

バスのとまるところ
かすがこうえん

7

15：00 ～ 15：40

とっとりおおどおりてん

水

間

14：00 ～ 14：40

フクハラ春採店
白樺まりも学園

第1

ん

火

釧路市生涯学習センター

しらかば

か

10：20 ～ 10：50

山花小・中学校
くしろししょうがいがくしゅう

火

じ

時

春採支所
むさてん

フクハラ武佐店

じ

時

か

ん

間

6月

7月

13：30～14：10

9・23 14・28
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：00
14：10 ～ 14：40

10・24 8・22

15：00 ～ 15：30
13：30 ～ 14：10

11・25 9・23
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10

12・26 10・24
14：30 ～ 15：20

※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。

