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今年もよろしくお願いいたします！

資料検索

●福 BOOK 開催●
今年も１月５日（火）から年始恒例の福 BOOK を開催します。包装されたセットに何が入ってい
るかは借りてからのお楽しみ！福袋のようなドキドキをお楽しみください。
会場は、中央図書館５階（一般書）と４階（児童書）となります。地区図書館でも
開催します。セットがなくなり次第終了のため、ぜひお早目にお越しください。

◆冬のおはなし会◆
くしろ紙芝居の会とおはなしネットぼんぼんの共同企画「冬のおはなし会」です。楽しいおはなし
がもりだくさん。大人も子供もいっしょに楽しんでください。
日時：１月１０日(日) 11：00～12：00
場所：中央図書館 ７階多目的ホール 申込不要・出入り自由

●分館・分室臨時休館のお知らせ●
蔵書点検作業を行う特別資料整理日のため、下記の日程で臨時休館となります。ご不便をお
かけしますがご理解のほど、宜しくお願い致します。
東部地区図書館

２月９日（火）～１３日（土）

中部地区図書館

２月１６日（火）～２０日（土）

西部地区図書館

３月２日（火）～６日（土）

音別町ふれあい図書館

３月９日（火）～１２日（金）

阿寒町公民館図書室

３月１６日（火）～２０日（土）※２１日（日）は休館日です

７階展示室

ｚ

●種村有希子さん＆安希子さん絵本原画展
釧路出身の絵本作家、種村有希子さんと、双子の
姉・安希子さんによる絵本の原画をご覧いただけま
す。 『きいのいえで』と『キノキノとポキのふしぎなみ』の
原画を展示します。
１月 17 日(日)まで 9：30～19：30

７階グループ学習室１

ｚ

●認知症に関する相談会
釧路市福祉部介護高齢課による認知症に関する
相談会です。どなたでもご参加いただけます。
１月 20 日(水) 10：00～16：00

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。
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新着資料のご紹介
い

文学・小説
「とわの庭」

「一橋桐子〈76〉の犯罪日記」

「乱都」

小川 糸｜新潮社｜2020.10

原田 ひ香｜徳間書店｜2020.11

天野純希｜文藝春秋｜2020.10

生まれながら盲目の少女・とわは、

僅かな年金と清掃のパートで生計を

「都には、魔物が棲んでおりまする」

大好きな母さんと二人きりで幸せに

立てている桐子は、数年前に老親を

突如寝所に訪れた男が物語るのは

暮らしていた。やがて母さんは働きに

看取り、また同居人で親友の知子を

魔物に魅入られた男たちの生きざま

出かけ、家に戻らなくなってしまう。

亡くしたばかりだった。独身、子どもは

だった。裏切り、謀り事、略奪が罷り

飢えと孤独感に苦しみながら帰りを

おらず、貯金も無し。今後の生活に

通る戦乱の世で、遊女腹と蔑まれた

待ち続けていたとわは、とうとう家の

不安を覚えていたが、高齢受刑者の

ある者は戦国大名へとのし上がり、

外へ踏み出す決意をするのだった。

実情をニュースで知り、自分も罪を

天下を手に入れたある者は、一時の

犯して刑務所へ入ろうと画策する。

栄光に輝いた後、破滅の道を辿る。

実用書
「よくわかる最新音楽の
仕組みと科学」

「シリアで猫を救う」

「ママ、最後の抱擁」

アラー・アルジャリール/ダイアナ・ダーク

フランス・ドゥ・ヴァール

岩宮 眞一郎

講談社｜2020.10

紀伊国屋出版｜2020.10

激戦地アレッポで、負傷した人々の救

死を悼み、不公平を嫌い、喜びを分

音楽の仕組み、音楽を作り出す音

助活動をおこなうと同時に、住民が避

かち合うといった情動は人間だけのも

の秘密、音楽を構成するメロディ・ハ

難したあと取り残された猫たちの保護

のではない。全ての動物がどれほど

ーモニー・リズムの３要素の仕組み、

を始めた電気技師、アラー・アルジャ

情動に衝き動かされているのか。科

感動を生み出す音楽の仕掛け、音

リール。現在も活動を続ける彼の目を

学界が目を背け続けてきたテーマ

楽の存在意義など、音楽の存在を

とおして、シリア内戦の現状を伝える。

を、霊長類の社会的知能研究の第

秀和システム｜2020.10

正面から体系的に解き明かす。

一人者が語る。

実用書

郷土資料
「知っておきたい紙パの実際
２０２０」

「海からみた日本の古代」

「365 日の作りおき」

門田 誠一｜吉川弘文館

ｍａｃａｒｏｎｉ｜ＫＡＤＯＫＡＷＡ

2020.10

2020.10

紙業タイムス社｜2020.6

古墳時代の日本は文字資料が乏し

作りおきおかずがあれば、お弁当作

「紙パ」とは、紙パルプの略。紙パル

いが、東アジアの海域には考古遺物

りや夕食作り、ちょっとした副菜の用

プ産業の歴史から、紙の規格・種

などの様々な資料が残されている。

意がとっても楽ちん! 人気インスタグ

類、全国の紙パルプ関連産業のしく

渡来人がもたらした武器・武具、藤ノ

ラマー・料理家が考案した、オリジナ

み、基礎用語、基礎データまで、紙

木古墳と高句麗の王墓などから、日

ルの作りおきレシピを紹介。ライフス

パに関連するさまざまを収録。

本の古代国家、文化を再構築する。

タイルメディア『マカロニ』を書籍化。
(貸出可能資料なし)
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新着資料のご紹介
児童書
「なにしてるの？」
鈴木 まもる 作

「すずめのうんどうぼうしつくります」
西本 鶏介 作

黒井 健 絵

「フルーツふれんずブドウくん」
村上 しいこ 作

角 裕美 絵

ポプラ社｜2020.11

金の星社｜2020.11

パン屋さん、編み物をしているおばあ

庭で運動会の練習をしているすずめ

クラスのみんなをよく注意する学級

ちゃん、イスを作っているおじさん、

を見た帽子屋さん。そのすずめを

委員のブドウくん。でもそれは、

ねこをなでているおねえさん。

応援したくて運動帽子を作ってあげ

入院中のおかあさんに学校であった

男の子が「なにして

ることに。優しい気持ち

ことを話すためだった。

るの？」と尋ねます。

が胸いっぱいに広がる

それを知ったクラスの

絵本です。

みんなは…。

しらべもの

児童書

「ずかん ウイルス」

「雪山のエンジェル」
ローレン・セントジョン作 さくま ゆみこ訳

武村 政春

ティーンズ
「文章を読む、書くのが

宮沢 孝幸 監修

技術評論社｜2020.10

評論社｜2020.10

あかね書房｜2020.10

楽しくなっちゃう本」
ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ
朝日新聞出版｜2020.10

山岳ガイドの父と山に登ることが大好

ウイルスの基本的な事を解説すると

文章とうまく付き合えば、「言葉の力」

きだったマケナ。なのに、突然、両親

共に、主に病原体として知られてき

で世界がもっと広がる! 文章という道

は感染症のため帰らぬ人に。危機が

たウイルスを取り上げ、「人に感染す

具の目的や機能、働きに

迫るたび、マケナの前に、

るウイルス」「動物に感染

着目してうまく使いこなす

銀色のキツネが現れる。

するウイルス」「植物や

ための思考法や

キツネの正体とは…。

細菌に感染するウイルス」

テクニックを紹介する。

に分け紹介する。

新着ＣＤ

釧路市立美術館
展覧会のおしらせ

クラシック 『エルガー／シェク・カネー＝メイソン』 D/ｴ
クラシック 『フランツ・シュミット：オラトリオ《7 つの封印の書》／アーノンクール』 G/ｼ
クラシック 『フィギュアスケート・ミュージック 2017-2018 Road to Gold』 I/ﾌ

【コレクション展】
美術の中の「水」

ポップス 『ザ・ベスト・オブ・ゴールデン・ベスト ニューミュージック』 L/ｻ

日時：1/5(火)～2/14(日)

落語 『５分落語 たった５分で落語のイイトコどり 第三巻』 Q/ｺ/3

10:00～17:00

その他 『アインフルス／ハンス＝ヨアヒム・レデリウス』 Z/ｱ
その他 『世界に一つだけの花／ありがとう SMAP コレクションα派オルゴールベスト』
Z/ｾ ほか

休館日：月曜日
料金：一般 140 円
（大学生以下無料）

ニック
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１月の行事カレンダー
月

火

水

木

金

土

日

１

２

３

年始の休館
４

５

６

７

８

１２

１３

冬のおはなし会
11：00～12：00

おはなし会

11：00～11：30

11：00～11：30

１４

１５

上映会
13：00～

１０

対面
14：30～15：00

１１㊗

1/1(金)～4(月)

９

休館日

表示マーク

１６

１７

対面

対面
対面

11：00～11：30

14：30～15：00

１８

１９

２０

２１

２３

２４

対面
対面

２５

11：00～11：30

２２

休館日

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。

２６

14：30～15：00

２７

11：00～11：30

２８

11：00～11：30

２９

３０

３１

休館日

休館日
対面

14：30～15：00

今月の上映作品紹介

（資料整理日)

文学館

朗読会＆
高専公開講座
13：00～15：00

11：00～11：30

時間：１３：００～ 場所：７階多目的ホール 座席数：５０席

８日（金），９日（土）

１１日（月） 祝日上映会

１５日（金），１６日（土）

２２日（金），２３日（土）

３０日（土）

「シャーロットのおくりもの」

「プロフェッショナル 仕事の流儀 ４０
妥協なき日々に、美は宿る」

「スープ・オペラ」

「ペンタゴン・ペーパーズ
最高機密文書」

「ブラウン神父の事件簿
Ｖｏｌ．５」

洋画（サスペンス）/アメリカ

ドラマ（ミステリー）/イギリス

洋画（ファンタジー）/アメリカ

邦画（人間ドラマ）/日本

ドキュメンタリー（社会）/日本

２００６年/９７分

２０１０年/１１９分

２００８年/５６分

音声：日本語，字幕：日本語

音声：日本語，字幕：なし

音声：日本語，字幕：なし

農場の娘ファーンは動物の言葉
がわかる特殊な力を持っている。
ある日、子ブタのウィルバーがハ
ムにされるとの噂を聞いたクモの
シャーロットは、彼を救う名案を
思いつく。（みんなでシネマ上映会）

歌舞伎役者・坂東玉三郎は、そ
の美ぼうと舞、そして伝統と役を
深く理解した演技で、女形としてト
ップの地位に立ち続けてきた。伝
統の世界で新たな美に挑み続け
る彼の流儀に迫る。

長年一緒に暮らした叔母が家を
出て、ひとりぼっちになった３５歳
独身のルイ。だが、ひょんなこと
から、怪しい中年男性と年下の
青年が転がり込んできて、奇妙
な共同生活が始まる。

２０１７年/１１６分

２０１３年/９１分

音声：日本語，字幕：日本語

音声：英語，字幕：日本語

ベトナム戦争に関する最高機密
文書「ペンタゴン・ペーパーズ」を
ライバル社がスクープ。ワシント
ン・ポストトップのキャサリンは残り
の文書を公表しようと奔走する。

ブラウン神父が活躍する世界的
ミステリー。
「市長とマジシャン」
「青い十字架」の２話収録

（みんなでシネマ上映会）

流れます。

※各話にオープニング・エンディングが

図書館バス巡回日程（１月～２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
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

※2

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

1月

2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

5・19 2・16

はしどい学園
第2 水

6・20 3・17
14：30 ～ 15：10

おたのしけふじた

第4

13：30 ～ 14：10

7・21 4・18

おたのしけしょうがっこう

はるとりししょ

金

5・19

大楽毛藤田ストア
大楽毛小学校

14：30 ～ 15：10

15

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

2

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 19(第3火)

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

1月

2月

13：30～14：10

12・26 9・23
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：00
14：10 ～ 14：40

13・27 10・24

15：00 ～ 15：30
13：30 ～ 14：10

14・28 11・25
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10

8・22 12・26
14：30 ～ 15：20

※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。

