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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 多目的ホール 

●桜木紫乃を知る論客３人によるトークライブ 

  「ホテルローヤル」を読む、観る、語る 

詳細は、挟んである文学館だよりをご覧ください。 

2月 14日(日) 13：00～15：00 

定員 50 名 申込は釧路文学館へ  

 

●２月と３月の祝日上映会は申し込みが必要です● 

 １月 30日（土）から開催の文学館企画展「映画になった小説たち」に関連した祝日上映会を行います。こ

ちらは全て申し込みが必要です。中央図書館７階視聴覚カウンターか６階文学館カウンターにてお申し込

みください。お電話での申し込みも可能です。定員は 50名で、定員に達し次第締め切りとなります。 

   2月 11日(木) 13：00～14：49 『蟹工船』  

     プロレタリア文学作家・小林多喜二さんの不朽の名作が原作。 

     戦前の蟹工船。地獄船、海のタコ部屋といわれる過酷な奴隷労働の世界を描く。 

   2月 23日(火) 13：00～14：52 『起終点駅 ターミナル』  

     釧路市出身の小説家・桜木紫乃さんの小説作品が原作。 

     心に傷を負った主人公が、国選弁護人としてひっそり釧路で暮らす中で、弁護を担当した女性が訪ねてくる。 

    3月 20日(土) 13：00～15：32 『海炭市叙景』 

函館市出身の小説家・佐藤泰志さんの小説作品が原作。 

      函館をモデルとした「海炭市」を舞台に、様々な思いを抱えながら生きる人々を描く。 

ｚ ７階 展示室 

●読書感想文コンクール入賞作品展 

2月 20 日(土)～25 日(木) 9：30～19：30 

                 ※最終日は 12：00 まで 

●羽生輝 北海文学挿絵原画展 

2月 27 日(土)～3月 14日(日) 9：30～19：30 

 

●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 

http://kushirolibrary.jp/


「水と礫」 

藤原 無雨｜河出書房新社

2020.11            

 

東京でドブさらいの仕事中に誤って

機械を壊し、同僚に重傷を負わせて

しまったクザーノは、すぐ傍に砂漠が

広がる故郷へと帰ってきた。時間を

持て余す中、弟分の甲一がかつて

砂漠を越えようとした事を思い出す。 

 

 

 

い 

「おむすび」 

佐藤 初女｜主婦の友社 

2020.12 

 

青森県弘前市の岩木山麓にある

「森のイスキア」で、心に悩みを抱え

る人の話に耳を傾け、手料理でもて

なした佐藤初女さん。生前語った

数々のことばとともに、食材のいのち

を生かしたレシピを紹介。 

「伝統芸能の革命児たち」 

九龍 ジョー｜文藝春秋 

2020.11 

 

歌舞伎、文楽、能、落語、講談、浪

曲…伝統芸能の世界では、世代交

代によって、各分野で新しい才能を

輩出している。いま観るべきは、この

顔ぶれだ！古典芸能や寄席演芸の

革命児たちを論じる。 

文学・小説 

「勉強の価値」 

森 博嗣｜幻冬舎 

2020.11 

 

子供が勉強しないのは、大人が勉

強していないから-。作家・工学博

士の森博嗣が、大人の勉強の価値

について考察する。勉強の「新しい

(じつは本来の)楽しさ」が、じわじわ

感じられるようになる一冊。 

「北海道のトリセツ」 

昭文社｜2020.11 

 

世界自然遺産・知床に残る生物の

多様性と独特な生態系、室蘭が鉄

の町に発展したわけ…。北海道の

多彩な特徴と魅力を地図で紹介。

知られているようで知られていない

北海道の意外な素顔に迫る。 

 

(貸出可能資料あり) 

 

「日本の伝統食を愉しむ」 

長澤 陽子｜飛鳥新社｜2020.12 

 

日本には微妙に違う色合いを見分

ける感性と、色を表現する美しい言

葉がある。桜色、東雲色、茜色、若

草色など厳選 160 色の由来と、色

名から当てはめた日本の風物詩、

色名に込められた思いをイラストとも

に紹介する。あなたのお気に入りの

一色を見つけてみよう。 

郷土資料 
「レンブラントの身震い」 

マーカス・デュ・ソートイ｜新潮社 

2020.11 

 

機械と人間を分かつ最後の聖域とさ

れてきた芸術の世界。今後、ＡＩは真

の創造性を獲得し、私たちの心を揺

さぶるようになるのか…？創造性を

本分とする数学者が、ＡＩ進化の最

前線を訪ね歩く。 

新着資料のご紹介  

「冬の狩人」 

大沢 在昌｜幻冬舎｜2020.11 

 

Ｈ県の警察本部に一通のメールが

届いた。それは三年前、高級料亭

「冬湖楼」で発生した未解決事件の

重要参考人、「阿部佳奈」を名乗る

人物からだった。出頭の条件として

新宿署の佐江警部補による保護が

求められ、警察本部は新人刑事の

川村に、佐江の行動確認を命じた。 

 

 

 

 

 

 

実用書 

「京都四条月岡サヨの 

小鍋茶屋」 

柏井 壽｜講談社｜2020.11 

 

幕末の京都・清壽庵の境内の隅に

構える料理屋「鍋茶屋」では、昼は 

おにぎり、夜は一日一組のみ料理を

ふるまっている。一人で切り盛りする

信仰心のあつい若き料理人、サヨの

元には動乱の時代の真っただ中を

駆ける者たちが訪れ、舌鼓を打つ。 
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「江戸の空見師 嵐太郎」 

佐和 みずえ 作 しまざき ジョゼ 絵 

フレーベル館｜2020.11 

 

江戸の町に住む空見(＝天気予報)の

得意な少年・嵐太郎のもとに、奉行所

から一世一代のお役目が舞い込む。

それは「黒船来航の 

日を予測せよ」 

というもので…!?  

「めいわくなボール」 

牡丹 靖佳 作   

偕成社｜2020.12 

 

子どもたちのホームランボールが、

すぽりとレンガのえんとつに。ボール

は暖炉から飛びだして、家のあちこち

にはねていき…。           

とても不思議なボール             

のおはなしです。 

 

「エリーゼさんをさがして」 

梨屋 アリエ｜講談社｜2020.11 

 

ピアノ教室をやめなくてはならなくて落

ち込んでいた亜美。しかし、ニット帽に

ピアノブローチのおばあさん・エリーゼ

さんや、小悪魔系な美術男子の水野

くんたちとの不思議な 

関係を通して亜美の 

日常は変わっていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「みかんおいしくなーれ」 

矢野 アケミ 作 

大日本図書｜2020.11 

 

みかんがおいしくなるおまじない、知

ってる? 「みかぽん みかぽん おい

しくな〜れ!」ととなえると、あれ？不

思議なことが! 幼児の         

読み聞かせにピッタリな        

一冊です。 

 

「精霊人、はじめました！」 

宮下 恵茉 作   十々夜 絵 

ＰＨＰ研究所｜2020.12 

 

ある日突然、ぼくは民芸品に宿る精

霊と話せるようになった。精霊ルー

は、自分勝手でわがまま。         

でも病気の母さんを助ける       

ためにはルーの力が必要。       

少年は精霊人となり…。 

【コレクション展】 美術の中の「水」 

日時：1/5(火)～2/14(日) 10:00～17:00 

休館日：月曜日 

料金：一般 140円 （大学生以下無料） 

【コレクション展】 ランドマークに注目！ 

日時：2/20(土)～3/28(日) 10:00～17:00 

休館日：月曜日 

料金：一般 140円 （大学生以下無料） 

第６８回 釧路郷土作家展 

美術部門：2/20(土)～2/28(日) 

書・写真部門：3/6(土)～3/14(日) 

10:00～17:00（最終日は 16：00 まで） 

休館日：月曜日 

クラシック 『ニュー・サウンズ・イン・ブラス 2020』 C/ﾆ/’20 

クラシック 『UHQCDの世界！DENON クラシック・ベスト 聴き比べ用サンプラー』 I/ﾕ 

洋楽 『マライア・キャリー ミュージック・ボックス』 K/ｷ 

洋楽 『ピットブル／グレイテスト・ヒッツ』 K/ﾋ 

ポップス 『古関裕而 昭和日本の歌 長崎の鐘』 L/ｺ 

邦楽 『大正琴 名曲集』 M/ﾀ 

子ども向け 『新沢としひこ＆中川ひろたかソング 祝・30周年記念こども合唱版』 O/ｱ 

朗読 『自作朗読の世界 北原白秋・与謝野晶子・室生犀星ほか』 P/ｼ 

郷土 『碧（みどり）の地平線／佐藤シン BEST OF SATO SHIN』 R/ｻ 

その他 『ザ・角川映画スペシャル 40周年記念コンピレーション』 Z/ｻ ほか 

 

釧路市立美術館展覧会のおしらせ 

ティーンズ 

「親子で楽しむカンタン 

&ゆかいな手作りおもちゃ」 

むー｜ワニブックス｜2020.12 

 

ペットボトル、手袋、トイレットペーパ

ーの芯などの身近な素材で作れる 

カンタン＆ゆかいなおもちゃを紹介。 

むずかしさを 3段階に分け、作り方を

イラストで分かりやすく 

解説します♪ 

新着資料のご紹介  

児童書 
 

しらべもの 
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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 

２月の行事カレンダー 

11：00～11：30 14：30～15：00 

休館日 

（資料整理日) 
11：00～11：30 

11：00～11：30 

休館日 

11：00～11：30 

11：00～11：30 

11：00～11：30 

11：00～11：30 

５日（金），６日（土） １２日（金），１３日（土） １９日（金） ２７日（土） １１日（木）祝日上映会 ２３日（火）祝日上映会 

「ワイルド・ウエスト 
復讐のバラード」 

洋画（西部劇）/アメリカ 

２０１７年/１１１分 

音声：日本語，字幕：日本語

「めぐり逢えたら」 
洋画（ラブ・ストーリー）/アメリカ 

１９９３年/１０４分 

音声：日本語，字幕：日本語

「ファースト・マン」 
洋画（人間ドラマ）/アメリカ 

２０１８年/１４１分 

音声：日本語，字幕：日本語

「さらば冬のかもめ」 
洋画（人間ドラマ）/アメリカ 

１９７３年/１０４分 

音声：英語，字幕：日本語

「蟹工船」 
邦画（人間ドラマ）/日本 

１９５３年/１０９分 

音声：日本語，字幕：なし

「起終点駅（ターミナル）」 
邦画（人間ドラマ）/日本 

２０１５年/１１２分 

音声：日本語，字幕：なし

アメリカ西部開拓時代。英

雄として慕われていたカウボ

ーイのエディーが馬泥棒に

殺される。相棒のレフティは

復讐を誓い、旅に出る。

妻を亡くし、息子と寂しく暮ら

すサムは、ラジオの人生相

談で胸の内を告白。その告

白に涙したアニーは、サムに

会いにシアトルまで行くが… 

（みんなでシネマ上映会） 

人類初の月面着陸を成功さ

せたＮＡＳＡの宇宙飛行士

ニール・アームストロング。彼

の視点を通し、その偉業と

真実の姿を描く。

（みんなでシネマ上映会） 

海軍下士官の 2 人が命じら

れた任務は、窃盗を犯した

若い水兵の護送。一緒に旅

していくうち、３人には不思

議な友情が芽生えていく。 

（みんなでシネマ上映会） 

プロレタリア文学作家・小林

多喜二の不朽の名作を原

作とした映画を上映。 

釧路市出身の小説家・桜木

紫乃さんの小説作品を原作

とした映画を上映。 

上記２作品は事前申込制（料金無料・定員５０名）です 
７Ｆ視聴覚コーナー、６F 文学館、またはお電話でお申し込み下さい 

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 

図書館バス巡回日程（２月～３月） 

今月の上映作品紹介 

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。 
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14：30～15：00 

休館日 

対面 対面 

朗読会 

13：00～13：30 

文学館 

「ホテルローヤル」

トークライブ

13：00～15：00

文学館 

対面 

対面 

対面 

対面 

対面 

休館日 

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

じ　　か　　ん

時　 　間 2月 3月

火 9・23 9・23

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 10・24 10・24

木 11・25 11・25

金

13：30～14：10

12・26 12・26

※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 5・19 5・19

3・17 3・17

木 4・18 4・18

第1

と

第3

じ　　か　　ん

時　 　間 2月 3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 2 9(第2火)

火 2・16 2・16

休館日 
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