
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

●講演「小松伸六と釧路 

―故郷を語り続けた文芸評論家」 

８月１日(日)  事前申込制 

１３：３０～１５：００  

７階 多目的ホール 

７階 展示室 

■なつやすみ 図書館きょうしつ■ 
 

絵本のカバーを使って、クラフトバッグとしおりを作成します。 

日時：８月１１日(水) ①１０：３０～１２：００  

②１３：００～１４：３０ 

場所：中央図書館 ７階多目的ホール 

申込受付中！（７階事務室へ直接またはお電話で） 

対象：小学生  定員：各１０人 

詳細は文学館だよりをご覧ください。 
■絵本作家シゲリカツヒコさんワークショップ■ 

 『ぱんつ！パンツ！Ｐａｎｔｓ!? 
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：９月５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：８月７日（土）から 

（７階事務室へ直接またはお電話で） 

 

■朗読会 読み手募集！■ 
 

１０月３１日（日）１３：００～１５：００で開催予定の「第１３回釧路

市中央図書館朗読会」の読み手を募集します。初心者の方も

大歓迎です！当日までの間に、数回リハーサルがありますの

で、そちらにご参加いただきます。 

募集期間：８月１日（日）～３１日（火） 

募集人数：６人 

テーマ：「河﨑秋子の文学」 

申込：７階事務室へ直接またはお電話で 

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。 
 

資料検索 

 

 

 

釧路市中央図書館 

 

８月３日（火）より、中央図書館（0154-64-1740）へ電話

をかけると「音声ガイダンスでご案内します」という音声が流

れます。ガイダンスに従って、お問い合わせの内容に沿っ

た番号を押していただくと、担当フロアのスタッフにつながり

ます。ガイダンスの途中でも番号を押すことができます。

尚、プッシュ回線ではなくダイヤル回線をご利用の方につき

ましては、ガイダンスをそのまま聞いていただきダイヤルを

回さずにいると、中央図書館の事務室につながりますの

で、そのままお待ちください。 

 番号１ 本をお探しの方 

      予約をご希望の方 

 番号２ 本の返却に関するお問合せの方 

 番号３ 文学館へお問合せの方 

 番号４ その他のお問合せ 

@kushiro_lib 
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釧路市中央図書館だより ８月号  
第 17１号 
編集・発行・問合先 釧路市中央図書館 開館時間 9：30～19：30 

〒085-0015 釧路市北大通 10丁目 2-1 電話 64-1740 ＦＡＸ 64-1741 

ウェブサイト http://kushirolibrary.jp 
 

中央図書館へのお電話が 

音声ガイダンスでのご案内になります! 

●治水 100年の歴史をたどる 

釧路川の歴史探訪パネルリレー 

８月４日(水)～１７日(火)  

９：３０～１９：３０  
※最終日は１3：００まで 

主催：釧路川治水促進期成会 

釧路開発建設部 

釧路総合振興局 

●マンスリー朗読会 
（釧路リーディングサークル VEGA） 

８月８日(日)  事前申込制 

１３：００～１３：３０  

●幣舞中学校美術部展 

８月１日(日)  

９：３０～１６：００  

 

●釧路地方法務局 
「人ＫＥＮまもる君・人ＫＥＮあゆみ

ちゃんの子ども人権パネル展」 

８月２０日(金)～２６日（木） 

９：３０～１９：３０  
※初日は１５：００から 

最終日は１３：００まで 

●新日本婦人の会釧路支部 

小組合同作品展 

８月３１日(火)～９月１２日（日） 

  ９：３０～１９：３０ 
  ※初日は１１：００から 

    最終日は１５：００まで 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://awacafe-tokushima.work/instagram-font-logo-download-zisaku/&psig=AOvVaw29zmvsBY0VrqO7mdtprLSx&ust=1614751260430000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMickur3kO8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://hayashiakifumi.com/social-media/fbad1/&psig=AOvVaw12dxO_ZNs23z-YGahGyHSw&ust=1614752854812000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjBxOb9kO8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://smhn.info/201404-your-iphones-battery-is-killed-by-facebook-app-2/logo_facebook
http://kushirolibrary.jp/


「雷神」 

道尾 秀介｜新潮社｜2021.5 

         

埼玉で小料理屋を営む藤原幸人の

元に一本の電話がかかった。それは

十五年前の交通事故の真相を知る

者からの脅迫電話だった。一人娘を

守る為に、幸人は三十年前に起きた

忌まわしい事件以降、一度も訪れて

いなかった故郷へ足を踏み入れる。 

 

 

 

 

 

 

い 

「四季の和菓子デザイン帖」 

宍倉 京子｜エムディエヌ      

コーポレーション｜2021.5 

 

街中で季節のキュンとするようなか

わいいものを目にした時、これを和

菓子で作れないかな…と無謀な思

いつきを形にしてみたくなって―。  

作者の可愛いアイディア和菓子の 

レシピ集です。 

文学・小説 

郷土資料 

「東京を捨てる」 

 澤田 晃宏｜中央公論新社 

2021.4 

 

人気移住地はどこか? 地域おこし

協力隊とは? 「コロナ移住」の当事

者が、コロナ移住者や移住支援団

体、地方自治体などを取材したル

ポルタージュ。国や自治体の補助

金などの情報や、移住で直面する

課題にも触れる。 

「ディズニー・          

コスチューム大全」 

ジェフ・カーティ｜うさぎ出版

2021.4 

 

「シンデレラ」「イントゥ・ザ・ウッズ」

「101」「美女と野獣」…。ディズニー

映画のコスチュームを、衣装デザイ

ナーたちが一着一着に注ぎこんだ

想像力や情熱、細部への気遣いと

ともに紹介する。 

「北海道ラグビー物語」 

泉 英晴｜幻冬舎メディアコンサ

ルティング｜2021.5 

 

昭和 3年、北海道の旧制中学校

に初のラグビー部が誕生。自主独

立を掲げて活動するが、戦争に呑

みこまれ…。北海道の旧制中学

校ラグビー史をまとめる。 

 (貸出可能資料なし) 

「華の譜」 

梓澤 要｜新潮社｜2021.5 

 

二代将軍秀忠と御台所お江与の娘

和子は、徳川の血を引く天皇の誕生

という悲願を達成する為に、京都の

後水尾天皇の元へ嫁いだ。様々な

思惑に翻弄されながらも、持ち前の

快活さを失うことはなかった。やがて

子宝にも恵まれ、念願だった男児を

儲けるが立て続けに早世してしまう。 

 

 

 

 

 

 

 

「有機農業で変わる 

食と暮らし」 

香坂 玲  石井 圭一 

岩波書店 | 2021.4 

 

ヨーロッパにおいて有機農産物はも

はや日常的なもの。食や環境への

意識も様変わりしている。そんな有

機農業の最前線と、それを支える公

共の役割を日本から見つめ、日本

の有機農業の将来を考える。 

 

実用書 

「魔女街道の旅」 

西村 佑子｜山と渓谷社 

2021.4 

ドイツの魔女に心惹かれ、その跡を

たどって数十年。この魔女をめぐる

行程を「魔女街道」と名付けた。魔

女迫害、魔女裁判、ドイツ最後の

魔女、ブロッケン山、ヴァルプルギ

スの夜…。魔女の歴史と正体を知

るためのドイツの旅。 

「空の王」 

新野 剛志｜中央公論新社

2021.5 

 

昭和十一年夏。新聞社の航空部に

所属する鷲尾順之介は、出張の為

満州へ渡った。その中心地、奉天で

不運にも銃撃戦に出くわし、妖艶な

魅力の歌手・宋麗琳を成り行きから

助ける。やがて順之介は軍、果ては

国家の謀略へと巻き込まれていく。 
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新着資料のご紹介  

実用書 



「ベサニーと屋根裏の秘密」 

ジャック・メギット・フィリップス 作 

静山社｜2021.5 

 

511歳にして、大金持ちの美青年!? 

その裏にはトンデモない秘密が…。屋

根裏に住むビーストから        

不老薬をもらう謎の人物           

と女の子の奇妙な友情 

を描く、笑いあり涙ありの            

ファンタジー。 

「海のアトリエ」 

堀川 理万子 作・絵 

偕成社｜2021.5 

 

おばあちゃんの部屋に飾ってある女の

子の絵。「この子はだれ?」と聞いてみ

る。おばあちゃんが子どもの頃、海が

見えるアトリエで絵描き          

さんと過ごした大切な          

日々を描いた絵本。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「どんめくり」 

やぎ たみこ さく 

ブロンズ新社｜2021.4 

 

みんな大好き、てんどん、かつどん、

きつねうどん。かっぱまき、おにぎり…

あれあれ? 上と下を別々にめくると、

どんどんおかしなものが!        

組みあわせを楽しむ          

しかけ絵本です。 

「青空モーオー！」 

堀米 薫 作  pon-marsh 絵 

学研｜2021.5 

 

夏休み、遠く離れた牧場で働くいとこ

に「うちの牧場に来ない?」と誘われ

た小学 4年生の陸。        

自然と牛たち、そして 

牧場の温かい人達と 

過ごす 7日間。 

クラシック 『スクロヴァチェフスキ／シューマン：交響曲全集』 A/ｼ 

クラシック 『ラモー：クラヴサン合唱曲集 トリオ・ソネリー』 E/ﾗ 

クラシック 『サウダーヂ ブラジルギター作品集／朴葵姫』 F/ﾊ 

ジャズ 『グレン・ミラー・オーケストラ／ザ・スウィング！』 J/ｸ 

ジャズ 『Ｒａｉｎｙ Ｊａｚｚ 雨の日と月曜のカフェは』 J/ﾑ 

ポップス 『キミが好きだと叫びたい Ｌｏｖｅ＆Ｙｅｌ ｌ』 L/ｷ 

子ども向け 『ひらけ！ポンキッキ ベスト』 O/ﾋ 

講談 『神田松之丞 最後の松之丞 【鮫講釈】【汐留の蜆売り】【小幡小平次】』 Q/ｶ 

効果音 『小鳥のさえずり ネイチャー・サウンド・ギャラリー』 S/ｺ 

その他 『ジェットストリーム フォーエバー 5ホテル・サンスーシー』 Z/ｼ/5 ほか 

ティーンズ 

【特別展】 ぺキタと探検！ガラスの不思議 

～絵画とヴェネチアン・グラスの世界～ 

日時：7/10(土)～9/5(日)  

10:00～17:00 

休館日：月曜日 

料金：一般800円 （大学生以下無料） 

 

 

「13歳から分かる！ 

    プロフェッショナルの条件」 

藤屋 伸二 監修 

 日本図書センター｜2021.4 

 

20世紀を代表する経済思想家ドラ

ッカーが、成果を上げ人生を豊かに

する方法をまとめた         

著作「プロフェッショ         

ナルの条件」をベース        

にした入門書です。         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釧路市立美術館 
展覧会のおしらせ 

児童書 
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「カブトムシの音がきこえる」 

  小島 渉 文  廣野 研一 絵       

福音館｜2021.5 

 

カブトムシの一生はわずか 1年。そ

のうちの約 11か月を土の中でくらし

ます。幼虫を巨大化させる腐葉土

のひみつや天敵など 

カブトムシの幼虫の 

地中での暮らしぶり 

を紹介します。 

しらべもの 児童書 

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振替休 １０ １１ １２ １３ １４ １５ 

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ 

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

３０ ３１      

 

８月の行事カレンダー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11：00～11：30 

11：00～11：30 11：00～11：30 14：30～15：00 

14：30～15：00 

図書館バス巡回日程（８月～９月） 

11：00～11：30 11：00～11：30 

時間：１３：００～ 場所：７階多目的ホール 座席数：５０席 

休館日 

（資料整理日) 

14：30～15：00 11：00～11：30 

今月の上映作品紹介 
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朗読会 

13：00～13：30 

文学館 対面 

11：00～11：30 

休館日 

「小松伸六」講演会 

13：30～15：00 

文学館 

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 8月 9月

火 10・24 14・28

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 11・25 8・22

木 12・26 9・23

金

13：30～14：10

13・27 10・24

　　※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 6・20 3・17

4・18 1・15

木 5・19 2・16

第1

と

第3

じ　　か　　ん

時　　　間 8月 9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 24(第4火) 14(第2火)

火 3・17 7・21

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。 

対面 

対面 

休館日 
14：30～15：00 

６日（金），７日（土） ８日（日）祝日上映会 １３日（金），１４日（土） ２０日（金），２１日（土）  ２８日（土） 

「エベレスト」 

洋画（人間ドラマ）/アメリカ 

２０１５年/１２１分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「モンスター・ホテル」 

アニメーション（コメディ）/アメリカ 

２０１２年/９１分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「さよなら、アルマ 
 ～赤紙をもらった犬～」 

ドラマ（歴史）/日本 

２０１１年/９３分 

音声：日本語，字幕：なし 

「ザ・シークレット・サービス」 

洋画（アクション）/アメリカ 

１９９３年/１２７分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「或る夜の出来事」 

洋画（ラブ・ストーリー）/アメリカ 

１９３４年/１０５分 

音声：日本語，字幕：日本語 

１９９６年のエベレスト遭難事故を

映画化。ロブ・ホール率いるエベ

レスト登頂ツアー隊は第４キャン

プまで順調に登っていくが、頂上

アタックの日、予想外のトラブル

が重なる。（みんなでシネマ上映会） 

モンスター・ホテルを経営するド

ラキュラは、男手ひとつで娘メイ

ヴィスを大事に育ててきた。だ

が、人間の若者ジョナサンが娘に

一目ぼれをして大騒動に！ 

（みんなでシネマ上映会） 

戦争の犠牲者は人間ばかりでは

ない。戦時中、出兵した多くの犬

たちがいた。戦争という運命に翻

弄された無言の戦士・アルマ。実

在する１枚の写真から生まれた、

犬と兵士の友情物語。 

ケネディ暗殺を阻止できず、罪の

意識に苛まれ続けるシークレッ

ト・サービスのホリガン。ある日、

現職大統領の暗殺予告が入る。

ホリガンは職務を全うすべく立ち

向かう。（みんなでシネマ上映会） 

結婚を反対され父親のもとを逃

げ出した大富豪の娘・エリーは、

失業中の新聞記者ピーターと出

会う。初めは意地を張っていた２

人だが、共に過ごすうちに惹かれ

合うようになり… ※白黒作品 
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