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■絵本作家シゲリカツヒコ原画展

@kushiro_lib

資料検索

『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。
期間中は、シゲリさんの絵本も販売します！

日時：６月５日(土)～２０日(日) １０：００～１８：００
場所：中央図書館 ７階展示室

原画展関連イベント
シゲリカツヒコさんワークショップ＆ぬりえ展
★ワークショップ 『ぱんつ！パンツ！Ｐａｎｔｓ！？』

★ぬりえ展

～絵本作家シゲリカツヒコさんとパンツのデザインをしちゃおう♪
シゲリさんの絵本『だれのパンツ？』にちなんだワークショップです。
シゲリさんと楽しい時間を一緒に過ごしませんか。（保護者同伴可）

日時：６月１３日(日) １０：３０～１２：００
場所：中央図書館 ７階多目的ホール
対象：小・中学生 定員：２０人
申込：カウンターまたはお電話で

『なわとびょ～ん』から２つの場面がぬりえになって
登場。中央図書館のほか、地区図書館でもぬりえ
を配布しております。シゲリさんの絵は、子どもはも
ちろん、大人も楽しめること間違いなし！色を塗っ
たら図書館にお持ちください。みなさんの作品を展
示いたします。

配布・展示期間：６月２０日（日）まで
展示場所：中央図書館 ４階

◆図書館ミニツアー開催！◆
昨年は、コロナウイルス感染拡大により開催できなかった
「図書館ミニツアー」ですが、今年は感染拡大防止対策を
徹底しながら開催いたします。
釧路市中央図書館は、普段は４階から７階をご利用いた
だいておりますが、このツアーでは３階にある書庫もご案内
いたします！釧路市中央図書館利用初心者の方も、開館
から３年以上ずっと利用されている方も、ぜひご参加ください。

日時：６月５日（土）・６日（日）・１９日（土）・２０日（日）
１３：３０～１４：３０
定員：各回５人程度

申込：カウンターまたはお電話で

７階 展示室

ｚ

●ＳＡＮＤＳ絵画展
６月２３日(水)～７月４日（日）
９：３０～１９：３０ ※最終日は１２：００まで

４階

ｚ

●教科書展示会
６月１１日(金)～３０日（水）
９：３０～１９：３０

コロナウイルス感染症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
「鳴かずのカッコウ」
手嶋 龍一｜小学館｜2021.3

「無刑人」

「ヴィクトリアン・ホテル」
下村 敦史｜実業之日本社

熊谷 達也｜潮出版社｜2021.3

2021.3
仙台藩の儒学者・芦東山は幼少の

神戸の公安調査事務所に所属する
調査官の梶壮太は、ぼんやりとした

多くの人々から愛された高級ホテル

頃から非凡な才能を発揮し、五代目

性格とは裏腹に、映像を記憶できる

『ヴィクトリアン・ホテル』は、その長い

藩主・伊達吉村に認められてお抱え

特殊能力の持ち主だった。ある日の

歴史に一旦幕を下ろそうとしていた。

儒者になるも、元来の堅物な性格が

仕事終わり、ジョギング中に一枚の

休業中の人気女優、死地に選んだ

たたり、長き幽閉生活を強いられる。

看板を見つける。それは他国が繰り

老夫婦、新人文学賞受賞の作家。

その間、刑を必要としない世の中を

広げる国際諜報戦への入口だった。

様々な思惑や事情が交錯しながら

求めて、当時では画期的だった教育

最後の夜が過ぎる「優しさ」の物語。

刑論を唱える「無刑録」を作成した。

「大事なことは
植物が教えてくれる」

「京大式へんな生き物の授業」

「ぶらっとヒマラヤ」

神川 龍馬｜朝日新聞出版

藤原 章生｜毎日新聞出版

稲垣 栄洋 | マガジンハウス

2021.3

2021.3

実用書

2021.3
光合成をやめて寄生虫になったも

雪崩のロシアンルーレット、危機の中

「雑草という植物はない」。古今東西

の、細胞から武器を発射するもの

ゆえの静謐、年齢という名の錯覚、

の人々が紡いできた言葉を通して静

…。ミクロの世界は、無計画でムダ

切っ先の切っ先で知る「老い」…。ヒ

かにしなやかな植物の生きざまを生

なことばかりするへんなやつらのオ

マラヤ登山を介し、50 代後半になっ

態と共に紹介。道端や野原に芽吹く

ンパレード。新進気鋭の生物学者

た著者が考えた老い、恐怖、死、そ

一つひとつの植物を大切にしたくな

が、単細胞の生き物の織り成す、へ

して生について、心の移ろいを綴った

るような一冊。

んな生き方を紹介する。

記録。

実用書

郷土資料

「仕事のためのセンス入門」
松浦 弥太郎｜筑摩書房
2021.3

「イチバン親切な
小麦粉料理の教科書」

「北海道の鉄道旅大図鑑」
「旅と鉄道」編集部 編｜天夢人

川上 文代｜新星出版社｜2021.3

2021.3

「センスとは、それぞれの生き方の

小麦粉を使った料理の本。餃子や

北海道内を走る鉄道各線を、絶

ビジョンであり、人と比べるようなも

焼売などの点心から、パスタやピッツ

景ポイントとともに紹介。ほか、JR

のでもありません」 …盤石な自分

ァなどのイタリア料理、食パンやベー

北海道に所属する車両、北海道

づくり、不条理を越える方法をてい

グルなどのパン類、うどんなどの慣れ

全駅図鑑、駅近グルメや駅弁を

ねいに解説。新社会人から経営者

親しんだ日本の味まで、生地作りを

収録。

ほか、すべてのひとへ。

中心に幅広く紹介します。

(貸出可能資料あり)
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新着資料のご紹介
児童書
「パンダぱん」

「どすこいすしずもう
くるまえびぞうのひみつ」
アンマサコ 作

かけひ さとこ 作
教育画劇｜2021.3

「葉っぱにのって」
濱野 京子 作

しろさめ 絵

金の星社｜2021.3

講談社｜2021.3
ころころころん。ちゃぷちゃぷちゃぷ
ん。ふわふわふわり。ぽつぽつぽぽ
ぽ。ぱくぱくぱくん…。いろいろなパン
ダぱんがたくさん登場。
赤ちゃんの大好きな音や
リズムが楽しい絵本。

すしりきし「くるまえびぞう」は、誰より

葉っぱの妖精クルミは、引っ込み思

も稽古時間が短い。みんなはえびぞ

案。ほかの妖精たちのように、すぐに

うが稽古熱心ではないと思っていた

子どもたちと仲良くなれません。そん

が、実は誰よりも努力

なクルミが、ある時一人

していた。ライバルとの

ぼっちでいる女の子を

対決の行方は？

見つけ声をかけると…。

しらべもの

児童書
「わたしのあのこ
あのこのわたし」
岩瀬 成子 著

ティーンズ

「おもしろ樹木図鑑」

「眠れないほど面白い『枕草子』」

林 将之 著

岡本 梨奈 著

主婦の友社｜2021.4

三笠書房｜2021.2

ＰＨＰ研究所｜2021.2

小学 5 年生の秋は、友だちのモッチの

子どもにとって身近な環境である公

「古典の女神」と名高い予備校講師・

家へ遊びに行った時、大切なレコード

園や庭、学校、街路、神社、雑木林

岡本梨奈が、まるで清少納言と「ガー

をモッチの弟に傷つけられてしまっ

や里山などの野山でよく見られる代

ルズトーク」をしているかのように「枕

た。秋の心の中に、モッチへのいじわ

表的な樹木約 450 種類を写真で紹

草子」を超訳&解説。千年前の宮廷

るな気持ちが広がっていく。

介。葉・花・実・樹形

生活の色や匂い、笑い声

すれちがいながらも助け

樹皮で樹木の名前

や生々しい息づかいを

合うふたりの物語。

が調べられます。

思う存分に味わえます。

新着ＣＤ

釧路市立美術館
展覧会のおしらせ

クラシック（吹奏楽） 『華麗なる響き マーチ名曲集ベスト』 C/ｶ
クラシック 『ストラヴィンスキー：ペルセフォーヌ／ラザレフ（指揮）日本フィル』 G/ｽ

巨匠とパレット 創作の秘密

10:00～17:00

ジャズ 『シャカタク・ベスト』 J/ｼ

休館日：月曜日

ジャズ 『いそしぎ／アストラッド・ジルベルト』 J/ｼ

料金：一般 900 円 （大学生以下無料）

子ども向け 『Ｋｉｄｓ Ｐｉａｎｏ』 O/ｷ
子ども向け 『パン売りのロバさん～童謡歌手～ベスト』 O/ﾊ

釧新郷土芸術賞 ５０回記念作品展
「郷土芸術５０年の軌跡」

母へ』 R/ﾊ

その他 『メリー・ポピンズ オリジナル・サウンドトラック デジタル・リマスター盤』 Z/ﾒ
その他 『リラクシング・ギター～洋楽コレクション／千代正行』 Z/ﾘ

【特別展】

日時：4/10(土)～6/13(日)

クラシック 『クラシック（キングのコレ！シリーズ）』 I/ｸ

郷土 『半﨑美子

、

ほか

日時：6/26(土)～7/4(日)
10:00～17:00
休館日：月曜日
入場無料
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６月の行事カレンダー
月

火

水

木

金

１

２

３

４

土

日

５

６

図書館ミニツアー
13：30～14：30

対面

表示マーク

図書館ミニツアー
13：30～14：30

対面
14：30～15：00

７

８

９

１０

１１

上映会
13：00～

11：00～11：30

11：00～11：30

１２

休館日

１３

対面
対面

１４

１５

１６

14：30～15：00

１７

１８

１９

休館日
２１

２２

２３

14：30～15：00

２４

２５

対面

図書館ミニツアー
13：30～14：30

11：00～11：30

11：00～11：30

２６

２７

休館日

休館日
対面

２８

２９

14：30～15：00

（資料整理日)

11：00～11：30

３０

休館日
対面

今月の上映作品紹介

おはなし会

２０

図書館ミニツアー
13：30～14：30

対面
対面

文学館
朗読会
13：00～13：30

11：00～11：30

11：00～11：30

シゲリさん
ワークショップ
10：30～12：00

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。

時間：１３：００～ 場所：７階多目的ホール 座席数：５０席

４日（金），５日（土）

１１日（金），１２日（土）

１９日（土）

２６日（土）

「キャプテン・フィリップス」

「５０回目のファーストキス」

「父の詫び状」

「聖者の谷」

洋画（人間ドラマ）/アメリカ

邦画（ラブ・ストーリー）/日本

ドラマ/日本

洋画（人間ドラマ）/アメリカ，インド

２０１３年/１３４分

２０１８年/１１４分

１９８６年/９０分

２０１２年/８２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

音声：カシミール語，英語，字幕：日本語

２００９年４月。ケニアに援助物資を運
んでいたコンテナ船が、たった４人の海
賊たちに占拠される。その時、フィリッ
プ船長は乗組員の解放を条件に自ら
拘束されることを選ぶ。実話に基づく
サスペンス。(みんなでシネマ上映会）

ハワイのオアフ島。プレイボーイの大輔
は、カフェで瑠衣という魅力的な女性
と出会う。２人は意気投合するが、彼
女は新しい記憶が一晩でリセットされる
という事故の後遺症を患っていた。

父は、父親の顔さえ知らずに育ち、高
等小学校を卒業後、保険会社に就
職。誰の引き立てもなしに支店長まで
出世した人だった。しかし家の中では
いばってばかりいる。娘の視点から庶
民の家族のきずなや哀感を描く。

インドのカシミール地方で暮らす青年
グルザールは、都会へ旅立つことを決
心。だが政府からの外出禁止令で足
止めを食らう。その間、彼はダル湖の
汚染調査にアメリカから来た女性研究
者アシファに好意を抱くようになる。

（みんなでシネマ上映会）

図書館バス巡回日程（６月～７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

6月
1

7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

1・15 6・20

はしどい学園
第2 水

2・16 7・21
14：30 ～ 15：10

おたのしけふじた

第4

13：30 ～ 14：10

大楽毛藤田ストア
おたのしけしょうがっこう

大楽毛小学校

3・17 1・15

はるとりししょ

14：30 ～ 15：10
金

4・18 2・16

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

6

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

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

6月

7月

13：30～14：10

8・22 13・27
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：00
14：10 ～ 14：40

9・23 14・28

15：00 ～ 15：30
13：30 ～ 14：10

10・24 8・22
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10

11・25 9・23
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。

