
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

●年末年始休館のお知らせ● 
 １２月２８日（月）～２０２１年１月４日(月)までは、年末年始のため休館 
となります。長い休館となりますので、ぜひたくさん本を借りてくださいね！ 

 １月５日(火)９：３０より通常通り開館いたします。その日から、毎年恒例の「福 BOOK」

の貸出も行う予定ですので、ぜひご来館ください。 
 

●令和２年度 釧路高専公開講座～釧路スペシャル～ （※要申込）● 
 釧路高専各分野の教員が釧路を多方面から解説！高専スペシャリストが「釧路」を 

テーマに「地」「まち」「ひと」を語ります。 
 

日時：１２月１２日(土) １３：００～１４：１０  第１講 地学「地域を知るのに使える地学」 

講師：小久保 慶一氏（一般教育部門・理系） 

                    １４：２０～１５：２０  第２講 防災とまちづくり「釧路の自然災害と生活」 

講師：草苅 敏夫氏（創造工学科・建築学分野） 

                    １５：３０～１７：００  第３講 ひと「桜木紫乃“氷の轍”の世界」 

講師：小田島 本有氏（一般教育部門・文系） 

会場：釧路市中央図書館 ７階多目的ホール（定員５０名） 

申込方法：１２月９日(水)までに、釧路高専０１５４－５７－７２１６（９：００～１７：００平日）へお電話か

メール【kenkyu@kushiro-ct.ac.jp】へお申し込みください。 

申込時、郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・電話番号をお知らせください。 

資料検索 

第 163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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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。 
 

ｚ ７階展示室 

 ●加藤休ミ クレヨン絵本原画展                 ●種村有希子さん＆安希子さん絵本原画展 

釧路出身の画家、加藤休ミさんの迫力ある原画を           釧路出身の絵本作家、種村有希子さんと、双子の姉・ 

ご覧いただけます。                              安希子さんによる絵本の原画をご覧いただけます。 

『おさかないちば』と『さかなをたべたあとのほね』の               『きいのいえで』と『キノキノとポキのふしぎなみ』の 

原画です。                                   原画です。 
～12月 13 日(日)                             12月 26日(土)～１月 17日(日) 
10：00～18：00                               9：30～19：30 

 

 

http://kushirolibrary.jp/


「海蝶」 

吉川 英梨｜講談社｜2020.9 

            

ベテラン潜水士の父と特殊救難隊

所属の兄をもつ忍海愛は、女性では

初となる潜水士「海蝶」として注目を

集める。周囲とのハンディキャップに

葛藤する中、遭難船の救助要請を

受ける。海難事故かと思われたその

裏には驚愕の事実が隠されていた。 

 

 

 

い 

文学・小説 

「教養としての 

「中国史」の読み方」 

岡本 隆司 

PHPエディターズ・グループ｜2020.10 

 

なぜ中国は「一つの中国」に固執する

のか。時代によって変化する「中国」

の範囲、現代中国をつくり上げた明と

清…。東洋史研究の第一人者が、中

国の歴史を題材に、「中国」の「個性」

を明らかにする。 

「おうちで一流レストランの味になる  

ロジカル洋食」       

前田 量子｜主婦の友社  

2020.10 

 

料理の「なぜ？」が分かれば、 

おうちのごはんがレストラン級に！ 

簡単なのに見栄えとボリューム抜群

の料理を初心者にもわかりやすい 

プロセス写真付きで紹介します。 

「山羊さん除草隊」 

渡辺  祥二｜まつお出版 

2020.8 

 

山羊さん除草隊とは、試行錯誤のう

えに構築された、山羊さんたちによる

除草システム。岐阜県美濃加茂市

で、環境と農業の資源を用いたビジ

ネスとして、地域を巻き込み共に歩

む姿を紹介する。 

「幻の「カフェー」時代」 

斎藤 光｜淡交社｜2020.9 

           

明治末期に出現した「カフェー」。そ

れは日本のモダニズムのはじまりの

場所であり、特に京都では最新の文

化を発信する尖端的空間だった。京

都に実在したカフェーを豊富な図版

とともに復元し、「カフェー」時代の全

貌を描く。 

郷土資料 
「３６５日北海道絶景の旅」 

いろは出版 編集｜いろは出版 

2020.9 

 

北海道のさまざまな絶景とともに、

それらにまつわる歴史や文化の解

説、旅の際に役立つ知識などの情

報が掲載された写真集。釧路湿原

や幣舞橋など、釧路の風景も多数

紹介されています。 

(貸出可能資料あり) 

「ひとりで老いるということ」 

松原 惇子｜SB クリエイティブ 

2020.10 

 

「ひとりで老いる」はあなたのこと、わ

たしのこと、みんなのこと。自分の老

いは、自分で対応する時代がそこま

できている。ひとり暮らしの高齢者た

ちへの徹底取材をもとに、安心して

生き抜く秘訣を紹介する。 

「Another 2001」 

綾辻 行人｜KADOKAWA 

2020.9 

1998年度の「厄災」から三年が経ち 

夜見山北中学校の三年三組を再び

惨劇が襲う。「いないもの」の役目を

自ら引き受けた比良塚想だったが、

クラスメイトの提案により「もう一人の

いないもの」が加わることに。万全の

策だったはず。だが一つの綻びから

死の連鎖が始まってしまうのだった。 

 

 

 

「絵ことば又兵衛」 

谷津 矢車｜文藝春秋｜2020.9 

 

又兵衛と母のお葉は寺に住み込み

下働きの日々を送っていた。激しい

吃音のために他の修行僧から「吃」と

馬鹿にされ、生きづらさを抱えていた

又兵衛だったが、絵師の土佐光吉と

出会い、絵画の世界に魅了される。

やがて又兵衛は出生の秘密、そして

己の数奇な運命と向き合っていく。 

 

 

 

 

新着資料のご紹介  
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「イルカと少年の歌」 

エリザベス・レアード 作 石谷 尚子 訳 

評論社｜2020.9 

 

海に入ることを禁じられて育った 

フィンがある日、海に落ちてしまった 

…が、なんと水の中で自由に泳げるこ

とが分かる。フィンはイルカ族 

の血を引いていた！イルカ 

たちに危機が迫っていること 

を知ったフィンは…。 

「きょうりゅうたちもほんがよめるよ」 

ｼﾞｮｲﾝ・ﾖｰﾚﾝ 文 ﾏｰｸ・ﾃｨｰｸﾞ 絵 

小峰書店｜2020.9 

 

本を振り回したり、湯船に浮かべて

遊んだりしたら、本がすらすら読める

ようになるのかな?自分で読むことが

楽しくなってきた子供達に 

おすすめの一冊です。                   

 

「お笑い芸人と学ぶ 

13歳からの SDGs」 

たかまつ なな 著｜くもん出版｜2020.10  

  

 「SDGｓ（持続可能な開発目標） 

って何？」「結局何をしたらいいの？」

そんな人のためにスッキリ解説！ 

世界中の社会問題に 

着目し、できることから 

始めてみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ねられんねられんかぼちゃのこ」 

やぎゅうげんいちろう 作 

福音館｜2020.9 

 

お月さんが「はやくねなさーい」といい

ます。でも、かぼちゃの子は頭の上に

かえるが乗っていて「ねられん、ねら

れん」といいいます。            

やりとりの楽しい絵本 

です。 

「山のトントン」 

やえがしなおこ 作  松成真理子 絵 

講談社｜2020.9 

 

元気なくまの子どもトントンはあそぶ

のもドーナツも大好き。ある日、ドー

ナツのとりあいでけんか。        

おとうさんに怒られて、         

家を追い出されて 

しまって…。 

釧路市立美術館 
展覧会のおしらせ 

ティーンズ 

「にっぽんまるごと! 

ちず・行事ずかん」 

世界文化社｜2020.9 

 

日本の各地方の有名な建物、 

動物、食べ物が描かれた地図や 

昔から日本人が大切にしてきた 

春夏秋冬の行事を紹介。 

イラストと説明文を通して 

親子で楽しく学べる 

1冊です♪ 

本の宝石―武井武雄の刊本と童画 

 

日時：12/5(土)～20（日）  

10:00～17:00 

休館日：月曜日 

料金：一般 300円 高大生 200円 

    中学生以下無料（要保護者同伴） 

 

新着資料のご紹介  

クラシック 『ストラヴィンスキー バレエ《ペトルーシュカ》／ドホナーニ』 B/ｽ 

クラシック 『Ｂｅａｎｓ（ビーンズ）／佐藤采香（ユーフォニアム）清水初海（ピアノ）』 F/ｸ 

クラシック 『ペルゴレージ：スターバト・マーテル他／アバド』 H/ﾍ 

ジャズ  

ジャズ 『ホワッツ・ニュー／ビル・エヴァンス・ウィズ・ジェレミー・スタイグ』 J/ﾋ 

ポップス 『東京レコード散歩 銀座の恋の物語』 L/ﾄ 

ポップス 『日本人によるアルゼンチン・タンゴ・ベスト ラ・クンパルシータ』 L/ﾆ 

 

郷土 『一匹の羊が／高橋めりー』 R/ﾀ 

その他 『疲労解消のための音楽』 Z/ﾋ  ほか 

 

児童書 
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しらべもの 児童書 

新着ＣＤ  

期間中、中央図書館５階にて、

武井武雄に関する資料を集めて 

コーナーを設けています。 

この期間は貸出していません

が、館内でご覧いただけます。 



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    

 

11：00～11：30 

１２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 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 

対面 

図書館バス巡回日程（12 月～1 月） 

今月の上映作品紹介 

休館日 

11：00～11：30 

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。 

４日（金），５日（土） １１日（金） １８日（金），１９日（土） ２６日（土） 

「マンマ・ミーア！」 

洋画（ミュージカル）/アメリカほか 

２００８年/１０９分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「ポネット」 

洋画（人間ドラマ）/フランス 

１９９６年/９７分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「マンマ・ミーア！ヒア・ウィー・ゴー」 

洋画（ミュージカル）/アメリカほか 

２０１７年/１１４分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「俺たちは天使じゃない」 

洋画（コメディー）/アメリカ 

１９８９年/１０６分 

音声：日本語，字幕：日本語 

エーゲ海の小島で母・ドナと暮らすソ

フィは父親を知らない。結婚を決意し

た彼女の夢は、父とヴァージンロードを

歩くこと。3 人の父候補を知ったソフィ

は、ドナに内緒でそれぞれに式の招待

状を送る。（みんなでシネマ上映会） 

交通事故で母を失った４歳の少女ポ

ネットは、その死を受け入れられず、

ひたすらに母の帰りを信じ続ける。少

女に大人たちは「死」を教えようとする

が、ポネットはますます自分の世界に

閉じこもっていく。 

エーゲ海の小島で、母・ドナとの夢だ

ったホテルをついに完成させたソフィ。

だが夫のスカイはニューヨークで働か

ないかと誘われており…。 

「マンマ・ミーア！」続編。 

（みんなでシネマ上映会） 

どこか奇妙なふたりの神父は聖職

者なんかではなく、脱獄囚。そんな

彼らの祈りはただひとつ。警察の検

問が張られた国境を越えて、安全

なカナダに逃げることだが…。 

（みんなでシネマ上映会） 

 

 

14：30～15：00 
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対面 

対面 

対面 

対面 

対面 

休館日 

対面 

休館日 

高専公開講座 

13:00～17:00 

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
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 12月 1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 8(第2火) 19(第3火)

火 1・15 5・19

水

金 4・18 15

2・16 6・20

木 3・17 7・21

13：30～14：10

11・25 8・22

　　※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 12月 1月

火 8・22 12・26

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 9・23 13・27

木 10・24 14・28

金

年末年始の休館 12/28(月)～1/4(月) 
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