
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

資料検索 

令和 3 年 5 月 1 日 釧路市中央図書館報   
 

（1） 
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７階 多目的ホール 

 

 

 

●朗読会&釧路高専公開講座「啄木と節子」 

朗読：ジスイズ朗読会 

５月１６日(日) １３：００～１５：００ 

定員５０人 要申込（１３日まで） 

詳細は、挟んである文学館だよりをご覧ください 

釧路市中央図書館 

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。 
 

■春のおはなし会■ 
 

くしろ紙芝居の会とおはなしネットぼんぼん共同企画

「春のおはなし会」です。楽しいおはなしがもりだくさ

ん。大人も子どもも一緒に楽しんでください！ 

日時：５月２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 

◆太田昌国氏 新刊出版記念講演会◆ 
 

釧路市出身の民族問題研究家、編集者・太田昌国

氏の新刊『現代日本 イデオロギー評註 ～ぜんぶコロ

ナのせいではないの日記～』の出版を記念して講演会

を行います。（主催：太田昌国の新刊を記念する会） 

  日時：５月２３日（日） １４：００～１５：３０ 

  場所：中央図書館 ７階多目的ホール 

  定員：５０人 

  申込：藤田印刷（0154-22-4165）へ 

また、中央図書館５階にて、太田昌国さんからいただ

いた寄贈資料を展示しております。ぜひご覧ください。 

  展示期間：５月２７日(木)まで 

@kushiro_lib 

■絵本作家シゲリカツヒコ原画展 

『なわとびょ～ん』■ 
 

シゲリカツヒコさんの新刊絵本『なわとびょ～ん』 

（５月２６日発売）の原画展です。緻密なタッチと奇

想天外なストーリー展開で絵本ファンを魅了してい

るシゲリさん。この機会にじっくりとご覧ください。 

☆６月１３日(日)にはワークショップも予定しています！ 

日時：５月２９日(土)～６月１３日(日) 

       １０：００～１８：００ 

場所：中央図書館 ７階展示室 

■絵本『おてて だあれ』パネル展■ 
 

絵本『おてて だあれ』（作：ふくなが じゅんぺい  

絵：たかしま てつを ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.8）の 

パネルを展示しております。みんなで手あそびし 

ながらご覧ください♪ 

日時：５月３日(月・祝)～５月２７日(木) 

      ９：３０～１９：３０ 

場所：中央図書館 ４階 

 

●アンダンテ 第６回合同絵画展 

５月１２日(水)～１６日（日） ９：３０～１９：３０ 

                  最終日は１６：００まで 

 

●世界と日本の春の切手展 

５月１日(土) １０：００～１８：００ 

５月２日(日) １０：００～１６：００ 
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「ひきこもり図書館」 

頭木 弘樹｜毎日新聞出版

2021.2          

 

文学作品や昔話、エッセイに漫画。

「ひきこもり」をテーマにした国内外の

あらゆる作品を収めたアンソロジー。 

闘病のため、13 年間のひきこもりを

余儀なくされた著者の視点で捉えた 

作者の紹介や各作品の解説付き。 

 

 

い 

「オイルで作る焼き菓子 

ベストレシピ 」 

吉川 文子｜扶桑社｜2021.2 

 

オイルがあれば、バターがなくてもい

ろいろなお菓子が作れる。台湾カス

テラ、マフィン、パウンドケーキ、クッ

キー、スコーン…。オイルのお菓子

ならではのおいしさを感じられるレシ

ピを厳選して紹介します。 

文学・小説 

「ひとはなぜ 

「認められたい」のか」 

山竹 伸二｜筑摩書房｜2021.1 

 

自分を押し殺し、周囲に同調し続け

てしまうのはなぜか。どうすれば本当

の安心が得られるのだろうか。本書

では承認不安について哲学的に考

察し、この不安を解消するための心

のケアの方法を提示。互いの存在の

承認へ向かう共存社会を考える。 

「日本列島の未来」 

中島 淳一｜ナツメ社｜2021.2 

 

プレートとは何か、日本列島はどの

ような環境にあるのか、なぜ地震が

起こるのか。オールカラーの図版と

ともに、過去に起こった日本列島の

変化を丁寧に解説。遠未来の日本

列島が経験するであろう、地震・火

山噴火も紹介する。 

「今こそ知りたいアイヌ」 

三栄｜2021.2 

 

2020年 7月、北海道白老町にオー

プンした、日本初のアイヌ民族をテー

マにした施設「ウポポイ（民族共生象

徴空間）」を巻頭特集。ほか、北の縄

文とアイヌの歴史、アイヌ文化、アイヌ

ゆかりの地への探訪などを収録。 

(貸出可能資料あり) 

「辞典語辞典」 

見坊 行徳・稲川 智樹  

誠文堂新光社 | 2021.1 

 

辞書、とりわけ国語辞典に関連する

語を収めた辞典語辞典。専門的な

術語から辞典を取り扱ったフィクショ

ン作品や架空の辞書名まで、全

681項目を収録し、イラストと豆知識

で紹介する。 

「こんな日もある 

競馬徒然草」 

古井 由吉｜講談社｜2021.2 

 

年々歳々、馬とともに春夏秋冬を

めぐり、移り変わる人と時代を見つ

め続けた作家が、30余年にわたり

書き継いだエッセイを書籍化。高

橋源一郎の解説も収録。 

郷土資料 

「小隊」 

砂川 文次｜文芸春秋｜2021.2 

 

その日は前触れもなく突然訪れた。

ロシア軍による北海道侵攻。小隊を

率いる陸上自衛隊の安達三尉は、

来るべき戦闘に備えて演習を行って

いたが、まるで他人事の様に現実を

受け止めていた。しかし「地上戦」が

始まると、絶望的な戦力に圧倒され 

次第に窮地へ追い込まれてしまう。 

「小説秋月鶴山」 

童門 冬二｜PHP研究所｜2021.2 

 

宝暦十年。秋月家第七代の藩主と

なった種茂の胸には、藩政の改革に

向けた計画が満ち溢れていた。その

計画は身分に関係なく通える藩校

「明倫堂」の創設や、子供手当ての

支給等、人材に重きを置いていた。 

上杉鷹山の兄、名君・秋月鶴山が

歩んできた改革人生を綴った一冊。 
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実用書 

新着資料のご紹介  



「おねぼうさんはだあれ？」 

片山 令子 文  あずみ 虫 絵 

学研プラス｜2021.3 

 

うさぎのミミナちゃんが、冬ごもりから

なかなか起きてこない友だちを起こ

しに出かけます。ミミナちゃんは、お

ねぼうさんの枕もとに         

春の花をプレゼント。             

みんなは起きたかな？ 

 

 

「青の読み手」 

小森 香折 著 

偕成社｜2021.2 

 

修道院から本を盗む仕事をひきうけ

た少年ノア。それは、選ばれし者だけ

が読むことのできる魔法の本だった。

囚われの王女や、人語を話すネズミ

と出会う冒険の行方は?         

一冊の本をめぐり紡がれる      

長編ファンタジーです。 

 

「でんしゃくるかな？」 

きくち ちき 作 

福音館書店｜2021.2 

 

くるかな? くるかな? きりんやぞう、ラ

イオンたちが電車を待っています。

ホームに電車が滑りこんでくると「き

たー!」と、みんなで           

手を振って大喜び。 

さあ、みんなで出発！ 

「ちびっと！マーメイド」 

山本 悦子 作  下平 けーすけ 絵 

PHP研究所｜2021.2 

 

小学 4年生のさよりの家に、小さな

小さな人魚がやってきた! わがまま

でいばりんぼうな人魚ディディにふり

まわされっぱなしの  

さより。二人は仲良く 

なれるかな？ 

ティーンズ 
「銀獣の集い」 

廣島 玲子 著 

東京創元社｜2021.1 

 

石の卵からうまれる半人半獣「銀

獣」。富豪が5人の男女に言い渡した

のは、1年後にもっとも優れた銀獣を

連れてきた者に財産を譲るという条

件で…。表題作をはじめ       

美しくてちょっぴり怖い          

3つの物語です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラシック 『フジコ・ヘミングの奇蹟 リスト＆ショパン名曲集』 F/ﾘ 

クラシック 『クラシックで集中力ＵＰ』 I/ｸ 

クラシック 『ジャポニズム・クラシック 西洋作曲家が描いた日本』 I/ｼ 

洋楽 『グレイテスト・ヒッツ／アース・ウインド＆ファイアー』 K/ｱ 

ポップス 『西城秀樹 ゴールデン・ベスト・デラックス』 L/ｻ 

世界の音楽 『Ｐｒｉｍａｖｅｒａ（プリマヴェーラ） イタリアの春』 N/ｲ/4 

子ども向け 『プリキュア エンディングテーマコレクション ２００４～２０１６』 O/ﾌ 

郷土 『Ｄｅａｒ（ディア）／ＧＲＡＣＥ』 R/ｸ 

その他 『ウクレレさくらソング』 Z/ｳ 

その他 『ドリーム２～ディズニー・グレイテスト・ソングス～ 邦楽盤』 Z/ﾄ ほか 

釧路市立美術館 
展覧会のおしらせ 

【特別展】  

巨匠とパレット 創作の秘密 

 

日時：4/10(土)～6/13(日)  

10:00～17:00 

休館日：月曜日 

料金：一般 900円 （大学生以下無料） 

 

「犬たちよ、今、助けに行くからね」 

 沢田 俊子 著        

講談社｜2021.2 

 

日本中に助けを待っている犬がい

る。待っている犬がいるかぎり、どこ

へでも行く! 奈良県に在住で犬の保

護活動をしている金本聡子さんを取

材し、犬を救い出す方法       

と、救い出されたあとの       

犬たちを紹介します 。 
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新着ＣＤ  

新着資料のご紹介  



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 

２４／３１ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

 

５月の行事カレンダー 

14：30～15：00 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11：00～11：30 

11：00～11：30 

休館日 

（資料整理日) 

11：00～11：30 

11：00～11：30 

11：00～11：30 

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 

図書館バス巡回日程（５月～６月） 

今月の上映作品紹介 
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１日（土） ３日（月）祝日上映会 ４日（火）祝日上映会 ５日（水）祝日上映会 

「ｋａｐｉｗとａｐａｐｐｏ アイヌの姉妹の物語」 

ドキュメンタリー（音楽）/日本 

２０１６年/１１２分 

音声：日本語，字幕：なし 

「若草物語」 
洋画（人間ドラマ）/アメリカ 

１９９４年/１１８分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「グリーン・アース」 
ドキュメンタリー（自然）/フィンランド 

２０１３年/７５分 

音声：英語，字幕：日本語 

「ざんねんないきもの事典」 
児童映画（アニメーション）/日本 

２０１８年/５０分 

音声：日本語，字幕：なし 
阿寒湖アイヌコタン生まれの姉妹が結成

した、アイヌ伝統歌ユニットの姿を描く。 

南北戦争時代を生きる、マーチ家の４人

姉妹を追った感動作。（みんなでシネマ上映会） 

フィンランドの森に生きる動植物を捉えた

ネイチャー・ドキュメンタリー。 

児童書「ざんねんないきもの事典」を 

原作にしたショートアニメ。 

７日（金），８日（土） １５日（土） ２１日（金），２２日（土） ２９日（土） 

「地下鉄（メトロ）に乗って」 

邦画（ファンタジー）/日本 

２００６年/１２２分 

音声：日本語，字幕：なし 

「５０回目のファースト・キス」 

洋画（ラブ・ストーリー）/アメリカ 

２００４年/９９分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「ハムナプトラ２ 黄金のピラミッド」 

洋画（アクション）/アメリカ 

２００１年/１３０分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「ブラウン神父の事件簿 Ｖｏｌ．６」 

ドラマ（ミステリー）/イギリス 

２０１４年/９９分 

音声：英語，字幕：日本語 
昭和の東京を舞台に、時を超える絆を 

描いたヒューマン・ファンタジー。 

記憶障害を持つ女性と、一途な愛を貫く

男性のラブストーリー。（みんなでシネマ上映会） 

「ハムナプトラ」続編。伝説のピラミッドを

めぐる冒険物語。（みんなでシネマ上映会） 

「物体に宿る霊」「狂気の沙汰」の２話収録。  

※各話にオープニング・エンディングが流れます。 

 

14：30～15：00 

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。 

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 5月 6月

火 11・25 8・22

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 12・26 9・23

木 13・27 10・24

金

13：30～14：10

14・28 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 7・21 4・18

5・19 2・16

木 6・20 3・17

第1

と

第3

じ　　か　　ん

時　　　間 5月 6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 11(第2火) 1

火 4・18 1・15

休館日 

対面 

朗読会 

高専公開講座 

13：00～15：00 

文学館 

対面 

対面 

対面 

対面 休館日 

対面 

休館日 
対面 

11：00～11：30 

対面 

11：00～11：30 

春のおはなし会 

11：00～12：00 
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