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としょかんフェスタ 2020 イベントピックアップ 
「チャレンジ！ぬりえ」                  「第１２回釧路市中央図書館朗読会」 
今年は全年齢対象のぬりえ企画です。難易度も        「北海道を舞台にした文学」というテーマで、５人の方が 

3種類あるので、ぜひ大人の方もチャレンジして        朗読します。 

みてください。色を塗って図書館に持ってきてい         日時：11月 3日(火) １３：００～１５：３０ 

ただいた作品は掲示（1人 1点）させていただきます。     場所：７階多目的ホール 

配布期間：11月 3日(火)まで                  申込不要・入場無料 

掲示期間：11月 28日(土)まで 

掲示場所：4階コルクボード・7階多目的ホール前 

７階多目的ホールイベント 

●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をご覧ください。  

●今敏 アニメ上映会                    ●朗読グループ名優座 

釧路文学館企画展「釧路ゆかりのマンガと絵本」            第 41回・朗読の集い 

に関連した上映会です。「パプリカ」と「東京ゴッド        11月 8日（日） 13：00～16：00 

ファーザーズ」を上映します。詳細は４ページを        

ご覧ください。                                ●認知症に関する相談会 

11月 23日（月・祝）                         11月 18日（水） 10：00～16：00 

  パプリカ 10：00～11：30 

東京ゴッドファーザーズ 13：00～14：32           ●釧路演劇集団 朗読劇「キネマの天地」 
                                   11月 22日（日） 1回目 13：00～14：00 

                                                           2回目 15：00～16：00  

●としょかんフェスタ 2020                  ●幣舞中学校美術部展  

〈釧路短期大学共催〉                     11月 21日(土)～23日(月・祝) 

図書館で知ろう！アイヌ文化の世界             10：00～16：30 （初日は 13：00から、最終日は 12：00 まで） 
11月 1日(日)・3日(火)                         

9：30～19：30                          ●加藤休ミ クレヨン絵本原画展 

                                     1日(日)に講演会も行われます、釧路出身の画家、 

●ゆうの会・笑の会ワクワクドキドキ絵手紙展          加藤休ミさんの迫力ある原画をご覧いただけます。 

11月 12日(木)～20日(金)                         11月 28日（土）～12月 13日(日) 
  9：30～19：30 （初日は 16：00から、最終日は 15：00 まで）   10：00～18：00 

 

 ※全て、申込不要・入場無料です。 

コロナウイルス感染拡大防止対策のため、ご来館の際には、マスクの着用、手洗い、手指消毒にご協力ください。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。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。 
 

http://kushirolibrary.jp/


「僕の神さま」 

芹沢 央｜KADOKAWA｜2020.8 

            

僕たちは何か困ったことが起きると、

水谷くんに相談する。どんな悩みも

まるで「神さま」みたいに解決して、

正しい答えを教えてくれる水谷くんを

僕たちはいつも頼りにしていた……。 

巡る季節の中、幼い彼らが直面した 

ほろ苦く、おぞましい連作ミステリー。 

 

 

い 

文学・小説 

「自分を思いやる練習」 

有光 興記｜朝日新聞出版 

2020.6 

 

他人にはやさしい言葉をかけられる

のに、自分に対しては完璧さを求め

たり、責めたり、なぜか厳しくなって

いませんか？穏やかな心が続く「セ

ルフ(自分への)コンパッション(思い

やり)」を学んで平安な毎日を。 

「しょうがの料理」       

有元 葉子｜東京書籍  

2020.9 

 

独特のさわやかな香りやピリッとした

快い刺激は、なんでもない普段のお

かずを引き立ててくれる。新しょうが

を楽しむメニューから、魚・肉・野菜

のおかず、甘味まで、「我が家のしょ

うが使い」を紹介する。 

「世界でいちばん素敵な 

大和言葉の教室」 

吉田 裕子 監修｜三才ブックス 

2020.7 

 

古くから使われ、日本固有の言葉で

ある大和言葉。その中から「花曇り」

「蝉しぐれ」「星月夜」「虎落笛」など

四季の風物に関わりの深い言葉を、

シンプルな Q&A と美しい写真で紹介

する。 

「江戸時代の明智光秀」 

村上 紀夫｜創元社｜2020.8 

 

江戸時代に史実として信じられてい

た善悪様々な光秀像を追いながら、

そこに反映される近世民衆の、集合

的な心性を明らかにしていく。また、

京都における光秀像の創出と変容、

その過程を史料に基づいて論じてい

く、今までにない明智光秀論。 

郷土資料 
「私の北方領土」 

遠藤 一郎｜文芸社 

2020.4 

 

元島民の「真の叫び」を聞け! あの

とき、本当は何が起こっていたの

か。「色丹島」で終戦を迎え、激動

の歴史の波に翻弄された著者が、

ソ連軍による北方四島占領の「真

実」を伝える。 

(貸出可能資料あり) 

「新聞の力」 

橋本 五郎｜労働調査会｜2020.6 

 

読売新聞特別編集委員・橋本五郎

が、記者生活でのエピソードなどを交

えて新聞の魅力を解説。「新型コロ

ナウイルス感染症の世界規模の拡

大」という時代の大きな転換点を新

聞各紙がどのように取り上げたのかも

鋭く分析する。 

「灯台からの響き」 

宮本 輝｜集英社｜2020.9 

            

父から継いだ中華そば店「まきの」の

店主・牧野康平は、長年一緒に店を

切り盛りしてきた妻を病で失い、店を

閉める決心をする。空っぽな日々を

過ごしていたある日、本に挟まれた

古い葉書を見つける。それはかつて

妻へ届いたものだったが、差出人の

名前に当人は全く覚えがなかった。 

 

 

「類」 

朝井 まかて｜集英社｜2020.8 

 

明治四十四年に誕生した森鴎外の

末子・森類は、厳しくも優しい両親、

兄や姉たちに愛され、何不自由ない

毎日を送っていたが、十一歳の時に

父が死去。一変する生活の中、類は

自分の進む道を模索するのだった。

戦争、困窮、家族との確執と、もがき

ながら生き抜いた一人の男の生涯。 
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実用書 



「りんごちゃん」 

さとう めぐみ 作 

PHP研究所｜2020.8 

 

おいしい森のみんなと騎馬戦をして 

勝ったりんごぐみ。勝利の行進をして

いると、茶色い風がやってきてりんご

ぐみを捕まえちゃった！ 

「だれか助けて～」 

やってきたのは・・・？ 

 

「青春！卓球部」 

横沢 彰 作｜新日本出版社

2020.8 

 

顧問の沢田先生が転勤！拓たちは

突然の知らせに動揺する。離任式

当日、沢田先生は部員全員と1セッ

トずつ試合をすることに。 

沢田先生との思い出が 

頭をかけめぐり拓は感情 

が抑えきれず・・・。 

 

「プララのひこうきびゅーん」 

武内 裕人 作 

大日本図書｜2020.8 

 

ねずみのプララの楽しい空の冒険が 

はじまるよ！せんたくもののトンネル

をくぐり抜けると・・・飛行機は一体 

どこを飛んで 

いるのかな？ 

「AI ロボット、ひと月貸します！」 

木内 南緒 作 丸山 ゆき 絵 

岩崎書店｜2020.8 

 

未来科学研究所の所長さんから「ＡＩ

ロボット」を借りることになった栄太。

自分そっくりのロボットは 

本人よりもかなり 

優秀で・・・。 

釧路市立美術館 
展覧会のおしらせ 

「キャラメル色のわたし」 

シャロン・Ｍ・ドレイパー 作   

すずき出版｜2020.7 

  

黒人のパパと白人のママが離婚し、

1週間ごとに両親の家を行き来する

生活を続けているイザベラ。 

家族やアイデンティティに          

悩むなかピアノの演奏会       

の日に警官に拘束される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 

 

ティーンズ 

「恐竜学」 

真鍋 真 著 

学研｜2020.7 

 

なぜ恐竜は絶滅したの? 鳥に進化

した? 科学技術で復活させられる? 

どんな色をしていた? 恐竜博士にな

るには? 真鍋真博士が、恐竜の歴

史や恐竜の対決など          

について紹介する。          

Q&A も掲載。 

クラシック 『オーボエとイングリッシュホルンのために／ 

池田昭子・金子亜未（オーボエ）・和久井仁（イングリッシュホルン） 』 E/ｶ 

クラシック 『シューマン：ピアノ名曲集／アシュケナージ』 F/ｼ 

クラシック 『秋の夜長のクラシック』 I/ｱ 

クラシック 『ハロウィンパーティクラシック』 I/ﾊ 

ジャズ 『ブルース・ウォーク／ルー・ドナルドソン』 J/ﾄ 

洋楽 『Ｐｏｗｅｒ Ｔｏ Ｔｈｅ Ｐｏｐ（パワー・トゥ・ザ・ポップ）』 K/ﾊ 

子ども向け 『週刊少年ジャンプ５０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＢＥＳＴ ＡＮＩＭＥ ＭＩＸ ｖｏｌ．３』 O/ｼ/3 

子ども向け 『ハロウィン・ミステリー・ツアー』 O/ﾊ 

その他 『イマージュ リクエスト エモーショナル＆リラクシング』 Z/ｲ 

その他 『ココロ・カラダ元気に！いきいきマーチ』 Z/ｺ  ほか 

新着資料のご紹介  

児童書 
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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       

 

１１月の行事カレンダー 

11：00～11：30 

11：00～11：30 11：00～11：30 

11：00～11：30 

11：00～11：30 

14：30～15：00 

 

 

  

休館日 

（資料整理日) 11：00～11：30 

14：30～15：00 

14：30～15：00 

時間：１３：００～ 場所：７階多目的ホール 座席数：５０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（11 月～12 月） 

今月の上映作品紹介 

対面 

休館日 

11：00～11：30 

朗読会 

13：00～13：30 

文学館 

３１日(土)・１１月１日(日)・３日(火) 

       詳細はポスターをご覧ください 

 

休館日 

６日（金），７日（土） １３日（金），１４日（土） ２０日（金），２１日（土） 
２３日（月）祝日上映会 ★午前と午後で２作品上映★ 

※11:30～12:30 は作品切替のためホールには入れません 
２８日（土） 

「奥さまは魔女」 

洋画（ラブストーリー）/アメリカ 

２００５年/１０２分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「ｼﾞｭﾏﾝｼﾞ  
ウェルカム･トゥ･ジャングル」 

洋画（アクション）/アメリカ 

２０１７年/１１９分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「ワイルドガン」 

洋画（西部劇）/カナダ 

２０１５年/９０分 

音声：日本語，字幕：日本語 

１０：００～  

「パプリカ」 
アニメーション/日本 

２００７年/９０分 

音声：日本語，字幕：なし 

１３：００～ 

「東京ゴッドファーザーズ」 

アニメーション/日本 

２００３年/９２分 

音声：日本語，字幕：なし 

「プロフェッショナル 

仕事の流儀 １２ 

藤の老木に命を教わる」 
ドキュメンタリー（社会）/日本 

２００６年/４３分 

音声：日本語，字幕：なし 

ＴＶドラマ「奥さまは魔女」

の主役に抜擢されたイザ

ベル。しかし彼女は正体

を隠した本物の魔女だっ

た。（みんなでシネマ上映会） 

ジュマンジという古いゲーム

ソフトを発見した高校生４人

が、その世界に迷い込み… 

（再上映） 

（みんなでシネマ上映会） 

ガンマンだったジョンは、

母の死をきっかけに銃を

捨て故郷へ戻ってきた。し

かし、戻った町にはギャン

グが横行していた。 

他人の夢に入り込み夢を犯

すテロリストに、夢探偵パプリ

カが立ち向かう。 

監督：今敏（釧路市出身） 

（再上映）  

（みんなでシネマ上映会） 

捨てられた赤ん坊の親探し

に奔走する３人のホームレス

に、次々と奇跡が起こる。 

監督：今敏（釧路市出身） 

（再上映）  

（みんなでシネマ上映会） 

入園者数日本一の植物

園園長、塚本こなみ。緑

に魅せられ日本初の女性

樹木医となった塚本の、

仕事の哲学を伝える。 

 

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

じ　　か　　ん

時　　　間 11月 12月

火 10・24 8・22

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 11・25 9・23

木 12・26 10・24

金

13：30～14：10

13・27 11・25

　　※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。

水

金 6・20 4・18

4・18 2・16

木 5・19 3・17

第1

と

第3

じ　　か　　ん

時　　　間 11月 12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) 8(第2火)

火 3・17 1・15
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14：30～15：00 

対面 

対面 

対面 

対面 

対面 

対面 

第 12 回 

釧路市中央図書館 

朗読会 

13:00～15:30 

 

加藤休ミさん 

講演会 

13:30～15:０0 

休館日 

休館日 

対面 
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