
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

７階展示室 

●コロナウイルス感染拡大防止対策● 
 

図書館にご来館いただく際には、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頂いております。これについては、今後もしばらく続け

ていく予定です。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。 
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釧路市中央図書館だより 10 月号  

 

 

 

７階多目的ホール 

●第 11 回釧路こども俳句大会 

11日（日） 10：00～11：30 

  参加無料・申込不要 

主催：釧路俳句連盟 

 

●釧路市芸術祭参加 

 「2020年第 72 回 

釧路市芸術祭市民俳句大会」 

25日（日） 13：00～15：00 

  参加無料・申込不要 

主催：釧路俳句連盟 

 

●としょかんフェスタ 2020開催‼● 
今年はコロナウイルス感染症に気を付けながらの開催となります。 

10月 31日(土)、11月 1日（日）、3日(火)の 3日間です。詳細はフェスタのポスター、ちらしを

ご覧ください。  

◆図書館ボランティア養成講座◆ 
図書館で本の整理、読み聞かせをしてくださるボランティアを募集します。お申し込みはお電話、

または中央図書館カウンターへお願いいたします。 
 

 

募集期間：1日(木)～18日(日)   開催：10月 22日(木) 13：30～15：30 

場所：釧路市中央図書館 ７階多目的ホール 

時間：13：30～15：30 

定員：本の整理 10名、読み聞かせ 10名 

●アンダンテ&仲間たち 

  成田芳子・松金孝治絵画展 

2日(金)～7日(水) 

9：30～19：30（初日は 13：00から、 

最終日は 16：00 まで） 

 

●釧路市芸術祭参加 

 「文学色紙展」 

15日(木)～18日(日) 

9：30～19：30（初日は 11：00から、 

最終日は 15：30 まで） 

 

●釧路海上保安部 

第 152 周年灯台記念日特別展 

「釧路の燈台」 

23日(金)  11：30～17：00 

24日(土)  9：30～17：00 

25日(日)  9：30～16：00 

 

●消費者協会 

 「食品ロス削減月間パネル展」 

27日(火) 10：30～19：30 

28日(水) 9：30～19：30 

29日(木) 9：30～15：00 



「一人称単数」 

村上 春樹｜文藝春秋｜2020.7 

            

「僕」 にはたった一度だけ夜を共に

した女性がいる。今では顔も名前も

思い出せない。唯一「僕」の心に深く

残り続けているのは、彼女が作った

数首の短歌だった。(「石のまくらに」) 

不思議な過去を持つ人々が世界を

それぞれ切り取った 8つの短編集。 

 

 

 

 

い 

「１日のおわりにもふもふタイム」 

松原  卓二∥写真  文｜大和書房 

2020.6 

 

柔らかな毛に包まれたもふもふ動物

たちの心が和む写真集。丸まってい

たり、じゃれ合っている姿や、人間の

ようなしぐさをしている写真もあり、ま

るで動物園に行った気分になれる 1

冊。 

「知っておいしい 調味料事典」       

鈴木 裕貴｜実業之日本社  

2020.7 

 

調味料の原料や発祥年代、歴史な

どの知識を写真とともに掲載。基本

的なものから馴染みのないものま

で、国内外 126種類の調味料を 

紹介。さっそく料理に使いたくなる、

調味料の魅力が詰まった一冊。 

「日本マンガ全史」 

澤村 修治｜平凡社 

2020.6 

 

草創期から現在に至る日本マンガの

主要作家と、「のらくろ」「鉄腕アトム」

から「進撃の巨人」「鬼滅の刃」まで、

500 点以上の作品を一挙紹介。日

本マンガの歴史を「物語」として描き

出す。 

「武器としての「資本論」」 

白井 聡｜東洋経済新報社 

2020.4 

 

なぜ格差社会が生まれるのか。なぜ

自己啓発書を読んでも救われない

のか。なぜ上司がイヤな態度をとる

のか。世界の今を読み解きながらマ

ルクスの「資本論」を理解できる新し

い入門書。 

「くしろ写真帳」 

北海道新聞社｜2020.6 

 

美しい街、釧路。これまでの街の歩

みを、釧路が都市へと急成長した大

正～昭和期を中心に、写真や絵は

がき、地図約 470枚でたどる。年表

も掲載。 

 

(貸出可能資料あり) 

「日本人と動物の歴史」 

實吉 達郎｜カンゼン｜2020.7 

 

遥か神話の時代から現代に至るま

で、日本人の歩みは動物たちとあっ

た。古代・鎌倉・江戸・明治以降のそ

れぞれの時代において、人と動物の

関係性はどのように変化していった

のか。歴史上の古典、伝承、事件な

どからその変遷を紐解く。 

「赤ずきん、旅の途中で 

死体と出会う」 

青柳 碧人｜双葉社｜2020.8 

            

とある目的の為シュペンハーゲンへ

向かっていた赤ずきんは、その道中

シンデレラや眠り姫といった、童話の

主人公たちと出会い、そこで数々の

殺人事件に巻き込まれる。華麗な

推理で真実をあばく赤ずきんだが、

彼女自身にも秘密が隠されていた。 

 

 

 

「女だてら」 

諸田 玲子｜KADOKAWA 

2020.7 

 

文政十一年。秋月黒田家の嫡男が

急逝し、継嗣問題に揺れるなかで、

本家黒田から介入を受ける事態に。

筑前国秋月藩の儒学者・原古処の

娘、みちは藩の存続を賭けた密命を

父と兄から託されると、若侍に姿を

変え、京、江戸へと向かうのだった。 

 

 

 

文学・小説 

郷土資料 

新着資料のご紹介  

実用書 
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実用書 



「しおかぜにのって」 

かじり みな子 作 

偕成社｜2020.7 

 

うさぎのラビッタちゃんと妹のピョコラ

ッタちゃんは、ふたりだけでじいじとば

あばのお迎えにいくことに。山をこえ、

海をわたり、ぺっかぽっか島の空港

に、ふたりは辿り着ける              

のでしょうか? 

「跳べ、暁！」 

藤岡 陽子 著｜ポプラ者｜2020.7 

 

バスケットに情熱を燃やす 14歳の

春野暁は、転校先の平川中で女子

バスケット部を立ち上げる。だが、暁

以外は初心者で、練習場所にも 

事欠く始末。さらに 

それぞれの家庭の事情 

にも思い悩む日々で…。 

 

「ポッポーきかんしゃ」 

とよた かずひこ 作 

アリス館｜2020.7 

 

機関車がねこさん、いぬさんを乗せ

て走っています。ニャーニャー、ワン

ワン、ガタンゴトン、ポッポー。      

色々な擬音が楽しい、          

赤ちゃんのための                

のりもの絵本です。 

「魔女のうらないグミ」 

草野 あきこ 作 ひがし ちから 絵 

ＰＨＰ研究所｜2020.7 

 

弟のリュウタに大切なキーホルダー

を失くされて怒ったタケルは、リュウタ

が嫌がることばかりでてくる「うらない

グミ」を作った。リュウタ             

が箱をふると「病院」の         

グミが出てきて…。 

釧路市立美術館 
展覧会のおしらせ 

「まほろばトリップ」 

倉本 由布 著   

アリス館｜2020.7 

  

幼い頃に行方不明になった兄を探

すため、奈良県高市郡明日香村へ

やってきた真秀。 

勾玉の導きで辿り着いた 

先にいたのは…？時空を 

超えたファンタジー小説。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ティーンズ 

「みんなが知りたい!世界の 

「絶滅危惧」動物がわかる本」 

今泉 忠明 監修 

メイツ出版｜2020.6 

 

「絶滅危惧」に指定されている動物 

50種について、その特徴・数が 

少なくなった原因・保護活動などを

紹介します。野生動物に 

起こっている問題を 

一緒に考えてみましょう。 

 

新着資料のご紹介  

【特別展】 フェルメール 音楽と指紋の謎 

日時：8/1(土)～10/18（日）  

10:00～17:00 

休館日：月曜日 

料金：一般 1000円 大学生以下無料 

 

【ミニ企画展】  

淡・彩・色 秋山あや子のみづゑ 

日時：10/24(土)～11/29（日）  

10:00～17:00 

休館日：月曜日 

料金：一般 140円 大学生以下無料 

 

しらべもの 

児童書 
 

クラシック  

クラシック 『スフィアーズ－天球の音楽／ホープ』 E/ｽ 

クラシック 『こどものせかい 湯山昭ピアノ曲集』 F/ﾕ 

ジャズ 『ニュー・ムーン・ドーター＋２／カサンドラ・ウィルソン』 J/ｳ 

ジャズ 『ＪＡＺＺのある生活 ｍｏｒｎｉｎｇ』 J/ｻ 

子ども向け 『くまのがっこう すてきなおたんじょうびパーティ』 O/ｸ 

子ども向け  

落語 『５分落語 第二巻 たった５分で落語のイイトコどり』 Q/ｺ/2 

その他 『イマージュ１８ エモーショナル・アンド・リラクシング』 Z/ｲ 

その他 『トップガン オリジナル・サウンドトラック』 Z/ﾄ ほか 
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児童書 

新着ＣＤ  



11：00～11：30 14：30～15：00 11：00～11：30 

11：00～11：30 14：30～15：00 11：00～11：30 

11：00～11：30 14：30～15：00 

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  

 

１０月の行事カレンダー 

11：00～11：30 

11：00～11：30 14：30～15：00 11：00～11：30 

14：30～15：00 

 

 

  

休館日 

（資料整理日) 

休館日 

休館日 

対面 

時間：１３：００～ 場所：７階多目的ホール 座席数：４０席 

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。 

図書館バス巡回日程（10 月～11 月） 

釧路高専公開講座 

13：00～16：40 

文学館 

今月の上映作品紹介 

朗読会 

13：00～13：30 

文学館 

３１日(土)・１１月１日(日)・３日(火) 

       詳細はチラシをご覧ください 

 

３日（土） ９日（金），１０日（土） １６日（金），１７日（土） ２３日（金） 

「ビリーブ 未来への大逆転」 

洋画（人間ドラマ）/アメリカ 

２０１８年/１２０分 

音声：英語，字幕：日本語 

「ピーターラビット」 

洋画（ファンタジー）/アメリカ 

２０１８年/９５分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「グリーンブック」 

洋画（人間ドラマ）/アメリカ 

２０１８年/１３０分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「紅い襷 富岡製糸場物語」 

邦画（人間ドラマ）/日本 

２０１７年/１００分 

音声：日本語，字幕：なし 

１９７０年代アメリカ。貧しい家庭に生

まれたルース・ギンズバーグは努力を

重ね、ハーバード法科大学院に入

学。首席で卒業するが、雇ってくれる

法律事務所はなく…男女平等裁判

に挑んだ女性弁護士の実話。 

ピーターは、たくさんの仲間に囲ま

れ、ビアという心優しい親友もいる幸

せなウサギ。ところが、潔癖症で動物

嫌いのマクレガーが引っ越してきて、

生活は一変！マクレガーとの戦いが

始まる。（みんなでシネマ上映会） 

ニューヨークの一流ナイトクラブで用

心棒を務めるトニーは、黒人ピアニス

ト・シャーリーの運転手にスカウトされ

る。シャーリーは差別の色濃い南部で

の演奏ツアーを目論んでいた。２人は

グリーンブックを頼りに出発する。 

明治６年。富岡製糸場で働くことを

決めた英が見たのは、壮大なレンガ

の建物、ピカピカの器械、そして西洋

式の環境で働く先輩達の輝く姿だっ

た。紅い襷をかけることを許される一

等工女を目指して英は糸を引く。 

 

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
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 ※2
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 10月 11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 6 10(第2火)

火 6・20 3・17

水

金 2・16 6・20

7・21 4・18

木 1・15 5・19

13：30～14：10

9・23 13・27

　　※としょかんバスは祝日関係なく上記の日程で運行しています。
　  ※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「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 10月 11月

火 13・27 10・24

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 14・28 11・25

木 8・22 12・26

金
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対面 

対面 

対面 

対面 

対面 

対面 

休館日 

対面 

対面 

休館日 
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