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釧路市中央図書館だより ３月号  

ｚ 

 

 

 

７階 多目的ホール 

●朗読会（リーディングサークル VEGA）＆令和２年度釧路高専公開講座 

「佐藤泰志『海炭市叙景』を読む」 

詳細は、挟んである文学館だよりをご覧ください。 

3月 14日(日) 13：00～15：00 要申込 

●ジスイズ朗読会×くしろ読書会「渡辺淳一『阿寒に果つ』を読む」 
詳細は、挟んである文学館だよりをご覧ください。 

3月 21日(日) 13：00～15：00 要申込 

 

◆３月２０日（土）の祝日上映会は申し込みが必要です◆ 
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。こちらは申し込みが必要です

ので、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。 

  日時 ： 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 

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。 
 

７階 展示室 

●羽生輝 北海文学挿絵原画展 

3月 14 日(日)まで 9：30～19：30 

 

●釧路市障がい者芸術作品展 

3月 17 日(水)～24 日(水) 9：30～19：30 

                  最終日は 12：00 まで 

■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。 

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 
※東部・中部地区図書館は、２月に行いました。 

●祝！卒業・入学・入園「あなたの すてきな ところはね」● 
3月 18日に出版される絵本『あなたのすてきなところはね』（絵：えがしら みちこ 作：玉置 永吉）に関連し

たイベントです。お子さん、お孫さんの「ステキなところ」を用紙に書いて、壁面を飾りましょう！卒業・入学・入

園などで新しい世界へ踏み出す子どもたちへ、「ことばのお守り」を！絵本パネル展も同時開催します。 

  日時：3月 2日（火）～31日(水) 9：30～19：30 

場所：中央図書館 4階  ※このイベント場所でのみ、撮影が可能です！ 

絵本『あなたの すてきな ところはね』パネル展も同時開催 

http://kushirolibrary.jp/


「カレー沢薫の 

ワクワク人生相談」 

カレー沢薫｜太田出版｜2021.1           

 

独身イジリの対策法や、悔いのない

ペットとの別れ方、ルール違反する

人間にイライラする等、相談者から

寄せられた幅広いお悩みに、軽快な

言い回しと独特の着眼点で、切れ味

鋭く回答する痛快無比なコラム集。 

い 

文学・小説 

「野菜の恩返し」 

平野 レミ｜主婦の友社 

2021.1 

 

野菜をおいしく、楽しく変身させよう! 

ブロッコリーのたらこソース、トマトの肉

じゃが、しめじと鮭のさわやかソテー

など、平野レミの大人気レシピを一

挙公開。すぐに作れるおつまみや、

たれとソースなども紹介する。 

「落語でわかる「民法」入門」 

森 章太｜日本実業出版社 

2021.1 

 

初学者に向けて、「芝浜」「長屋の

花見」など 21の落語の噺を事例に

して、民法を体系的に解説。関連

する他の法律の知識や時事問題、

最新動向も満載。令和2年4月施

行後の改正民法に対応。 

「織田信長」 

柴 裕之｜平凡社｜2020.12 

 

織田信長に付きまとう「革命児」の

イメージが、近年見直されつつあ

る。戦国時代の社会秩序の下に生

きた人物としての織田信長につい

て、最新の成果を取り入れながら、

天下人となっていくプロセスをたど

る。 

「クジラをめぐる冒険」 

石川 創｜旬報社｜2020.11 

 

クジラとはどんな動物で、人間との

関わりにはどんな歴史があるのか。

野生動物としてのクジラについて解

説するとともに、著者が携わった南

極海での調査を紹介。なぜ捕鯨問

題が解決できないのかも考える。 

(貸出可能資料あり) 

 

「洋書ラビリンスへようこそ」 

宮脇 孝雄 | アルク | 2020.11 

 

「読書好きに言わせれば、わざわざ

自伝を書かなくても読み終えた本そ

のものが自分史のひとこま」と語る著

者による洋書案内。感染症と戦う中

でも、本は心と頭を自由にしてくれ

る。読書三昧で時空を超えた旅をし

よう！ 

郷土資料 
「始まりから知ると面白い 

物理学の授業」 

左巻 健男｜山と渓谷社 

2020.12 

 

ランプの揺れを見て振り子の法則を

ひらめいたガリレオ、大気に重さがあ

ると気づいたパスカル…。50の重要

な物理法則・原理を科学者たちが

楽しく解説。 

「騙り」 

黒川 博行｜文藝春秋｜2020.12 

 

美術年報社に勤める佐保は自社の

雑誌を使い、無名の画家や読者に

美術雑誌ビジネスを展開している。

あるとき近代抽象彫刻の大家・楢沢

知也の親戚から「遺品である楢沢の

コレクションを処分したい」という手紙

が編集部宛てに届いた。(「マケット」) 

海千山千を描く古美術ミステリー。 

 

 

 

 

新着資料のご紹介  

「夢幻」 

上田 秀人｜中央公論新社

2020.12 

 

夢の天下を手に入れた徳川家康と、

幻の天下に潰えた織田信長。彼らは

武将であり、家長であり、子を持つ父

でもあった。それぞれの嫡男を巡る

運命と、桶狭間の戦いから本能寺の

変に至るまでの間に、両者が歩んで

きた人生の軌跡が絡み合った物語。 

 実用書 
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実用書 



「シロクマといっしょにお引越し!?」 

マリア・ファラー 作 

ダニエル・リエリー絵 

あかね書房｜2020.12 

 

友だちや大切なペットと別れて、外国

へ引っ越してきたジョー。不安でいっ

ぱいのジョーの前に、不思議なシロク

マがあらわれて…。           

シロクマのミスターPが         

活躍するハートウォーミ          

ングストーリー。 

「ねこのようしょくやさん」 

KORIRI 作・絵 

金の星社｜2020.12 

 

町で人気のねこの洋食屋さんは、 

今日もお客さんでおおにぎわい。 

シェフのハルオがお客さんに料理を

運んでいたとき、料理が 

つまみ食いされている 

ことに気が付き…。 

 

クラシック 『ショパン：24の前奏曲 作品 28／ソコロフ』 F/ｼ 

クラシック 『卒業コーラス』 H/ﾃ 

クラシック 『フレデリック・ディーリアスの音楽 楽園への道』 I/ﾌ 

ジャズ 『バスター・ウィリアムス／ドリームズ・カム・トゥルー』 J/ｳ 

ジャズ 『スタン・ゲッツ・プレイズ＋1／スタン・ゲッツ』 J/ｹ 

子ども向け 『おじいちゃんおばあちゃんがラジオで聴いた童謡』 O/ｵ 

朗読 『父の詫び状／向田邦子（作）』 P/ﾑ 

式典音楽 『合唱で聴く 学校行事の歌』 S/ｶ 

その他 『イマージュ ２０ vingt（ヴァン） エモーショナル・アンド・リラクシング』 Z/ｲ 

その他 『古澤巌 ヴィオロン・ダムール 愛のヴァイオリン』 Z/ﾌ ほか 

 

「オン・ザ・カム・アップ」 

アンジー・トーマス 作｜服部 理佳 訳          

岩崎書店｜2020.12 

 

通っている高校の警備員からいわれ

のない嫌疑と暴力を受けたブリ。ラッ

パーとしての成功を夢見る少女に未

来が開き始めた頃事件が。              

偏見を感じていた生徒たち        

は抗議の声をあげるが…。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いっぱいあるよ！ 

ごはんどれたべる？」 

てづか あけみ 作 

偕成社｜2020.12 

 

おはよう。あさごはん、たべよう！ 

おにぎり、バナナ、ゆでたまご… 

いっぱいあるよ。 

たくさんのものから好き 

なものをえらぼう♪ 

「みけねえちゃんにいうてみな 

 ともだちのひみつ」 

村上 しいこ 作 くまくら 珠美 絵 

理論社｜2020.12 

 

みけねこのみけねえちゃんは、友達

の黒猫が指名手配されていると聞き

探りにいくことに。しかし、 

確かに友達の写真なのに 

名前が違っていて…？ 

【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 

ティーンズ 

釧路市立美術館 
展覧会のおしらせ 

「おなかの花園」 

ケイティ・ブロスナン 作 

 滝本 安里 訳         

化学同人｜2020.12 

 

体内にすむ微生物のほとんどが大

腸にいて、マイクロバイオームを形成

している。それを「おなかの花園」と

名づけ、食べものが口に入ってから

外に出るまでをイラスト          

で紹介。おなかの中の         

微生物の活躍がわかる。 

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 

２９ ３０ ３１     

 

３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） ２０日（土） 祝日上映会 ２７日（土） 

「教誨師（きょうかいし）」 
邦画（人間ドラマ）/日本 

２０１８年/１１４分 

音声：日本語，字幕：なし 

「愛と哀しみの果て」 
洋画（ラブ・ストーリー）/アメリカ 

１９８５年/１６１分 

音声：英語，字幕：日本語 

「プロフェッショナル仕事の流儀１７ 

楽しんで学べ 傷ついて育て」 

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 

「海炭市叙景」 
邦画（人間ドラマ）/日本 

２０１０年/１５２分 

音声：日本語，字幕：なし 

「グース」 
洋画（人間ドラマ）/アメリカ 

１９９６年/１０６分 

音声：日本語，字幕：日本語 

牧師の佐伯は、着任したばかりの

教誨師。６人の死刑囚に寄り添い

ながらも彼らが心安らかに最期を

迎えられるよう導くのは正しいこと

なのか苦悩する。そんな中、ある

受刑者に執行の命が下される。 

資産家の娘カレンは、男爵のブロ

ルと結婚してケニアに移住する。

コーヒー農場の経営に奔走する

中、ある日ライオンに襲われかけ

たカレンは、冒険家デニスに助け

られる。（みんなでシネマ上映会） 

子どものやる気を魔法のように引

き出す中学英語教師・田尻悟

郎。新１年生を受け持った田尻

の授業に密着し、教育界注目の

名物教師の人間育成法に迫る。 

函館出身の小説家・佐藤泰志さ

んの小説作品を原作とした映画

を上映。 

※事前申込制（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 

母親を亡くしたエイミーは、１０年

ぶりに再会した父と暮らすことに。

ある日、森で親を亡くしたグース

(雁)の卵を見つけたエイミーは、

父に内緒で卵を温め始める。 

（みんなでシネマ上映会） 

 

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（３月～４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 

『海炭市叙景』の

世界 

13：00～15：00 

文学館 

『阿寒に果つ』を 

読む 

13：00～15：00 

文学館 

対面 

対面 

対面 

対面 

対面 

休館日 

対面 

休館日 

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 3月 4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 9(第2火) 13(第２火)

火 2・16 6・20

水

金 5・19 2・16

3・17 7・21

木 4・18 1・15

13：30～14：10

12・26 9・23

　　※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 3月 ４月

火 9・23 13・27

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 10・24 14・28

木 11・25 8・22

金

休館日 
対面 
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