
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

●郷土史家によるトークイベント 「北大通の記憶を伝える」 

９月１２日(日)  １３：３０～１５：００   

 

８月２７日から９月１２日まで、北海道に新型コロナウイ

ルス感染拡大に伴う緊急事態宣言（釧路市は「一般措

置区域」）が、発令されました。 

釧路市中央図書館および地区館は、期間中は以下

の事項について制限しながら開館いたします。 

【主な制限事項】 

・個人学習室の閉鎖 

・ラウンジの閉鎖 

・館内飲食禁止 

・閲覧席の使用禁止 

・各種イベント・上映会・おはなし会の中止または延期 

 なお、感染者発生等の万が一に備えて、入館者の記

録を取らせていただいておりますので、受付にて利用者

カードを提示いただくか、利用者カードをお持ちでない方

は入館記録票にご記入をお願いいたします。 

 ご利用される皆様におかれましては、マスクを着用し、

エレベーター前や入口に設置しておりますアルコール消

毒液で手指消毒をしていただきますようお願いいたしま

す。 

７階 多目的ホール 

７階 展示室 

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♪』 

延期となりました。 
延期日程が決まり次第、再度告知いたします。 

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 

 

■令和３年度 
図書館ボランティア養成講座■ 

 

新規の図書館ボランティアを募集します。内容は、

本を棚に戻したり整理する作業（フロアワーク）と、 

よみきかせです。 

日時：１０月６日（水） １３：３０～１５：３０ 

募集期間：９月１日（水）～３０日（木） 

募集人数：フロアワーク １０人 

       よみきかせ   ５人 

申込：７階事務室へ直接 

またはお電話で 

資料検索 

 

 

 緊急事態宣言発令に伴う 

釧路市中央図書館および地区館の 

対応について 

釧路市中央図書館 

第 172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 
 

@kushiro_lib 
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釧路市中央図書館だより ９月号  

中止となりました 

●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 

 
●桜が丘ひぶなクラブ 切絵・折り紙展 

９月２５日(土)～１０月３日（日） 

９：３０～１９：３０ ※初日は１２：００から、最終日は１５：００まで 

●認知症に関する相談会 

認知症に関する相談をお受けします。どなたでもご参加いた

だけます。 

９月２２日(水)  １３：００～１６：００ 

  主催：釧路市役所福祉部介護高齢課 

７階 グループ学習室１ 

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/


「雨夜の星たち」 

寺地 はるな｜徳間書店｜2021.6 

                 

他人に無関心で、共感も出来ない

三葉雨音。同僚の退職をきっかけに

仕事を辞め、現在は喫茶店「傘」の

店長・霧島の元で、高齢者向けの

「お見舞い代行業」を手伝っている。 

どれだけ「普通」から外れていても、

決してブレない「面倒な人」の物語。 

 

い 

「はじめまして韓国ｶﾌｪｽｲｰﾂ」 

福本 美樹｜家の光協会      

2021.6 

 

人気のタルゴナ、定番のトゥンカロン、

話題の雲パン、キュートなお弁当ケ

ーキ…。天然色素を使用した、カラフ

ルでポップな韓国スイーツのレシピを

紹介します。基本のお菓子作りもマス

ターできます。 

文学・小説 

郷土資料 

「沖縄戦の戦争遺品」 

 豊里  友行｜新日本出版社 

2021.4 

 

一人の遺族が長年に渡り沖縄戦犠

牲者の遺骨収集を続けていた。本

書はその記録である。国家に見捨

てられた戦没者。その一人ひとりの

死に向き合うことで、歴史は実感を

持って継承されていくと著者は確信

する。 

 

「2030」 

マウロ・ギレン｜早川書房  

2021.6 

 

2030年。消費の中心が欧米か

らアジア・アフリカに移り、世界の

富は男性より女性の方が多く持つ

ようになる未来でどのように生きる

べきか。水平思考をキーワードに

変化の波にいち早く乗る方法を

説く。 

「ラッコ 霧多布で生まれた 

A子の物語」 

片岡義廣｜藤田印刷エクセレント

ブックス｜2021.4 

 

2020年4月、霧多布岬の海で生

まれたラッコの A子。可愛いだけ

の動物ではない野生のラッコが厳

しい世界を生き抜くその姿を追う。 

 (貸出可能資料あり) 

「世阿弥最後の花」 

藤沢 周｜河出書房新社｜2021.6 

 

夢幻の世界を創り出した能の大成者

世阿弥元清。全くの咎もなく、勘気を

こうむったというだけで、齢七十二に

して佐渡へ配流となる。息男を失い 

役職を奪われ、失意に陥っていたが 

遠く離れた地で、自然や島民たちの

優しさに触れる日々を過ごすうちに、

世阿弥は己自身と向き合い始める。 

 

 

 
「お姫様と名建築」 

嶽本 野ばら | エクスナレッジ 

2021.6 

 

名建築の中で恋をして裏切られ、閉

じ込められたお姫さまたち。マリー・

アントワネットとヴェルサイユ宮殿、エ

リザベートとノイシュヴァンシュタイン

城…。お姫さまとお城、宮殿、教会

建築を巡る 30+αの物語を収録す

る。 

 

実用書 

「寝てもサメても深層サメ学」 

佐藤 圭一・冨田 武照 

産業編集センター｜2021.5 

 

サメの骨格はなぜ軟骨? サメの寿

命はどれほど? サメの不倫は常

識? ２人の研究者（著者）が「サメ

を研究する」作業に焦点を当て、

写真も交えながらユニークな研究

のアプローチを綴った一冊。 

「大連合」 

堂場 瞬一｜実業之日本社

2021.6 

                

遠征試合を終え、帰路についていた

新潟成南高校の野球部だったが、

途中でバスが横転。部員や監督が

重傷を負うなかで、エースの里中は

奇跡的に軽傷で済む。一方強豪の

烏屋野高校野球部では、前監督の

パワハラで部員数が激減していた。 
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新着資料のご紹介  

実用書 



「まんげつのよるのピクニック」 

のむら うこ 作 

みらいﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ｜2021.6 

 

カモノハシくんたちは満月の夜に、 

お月さまを眺めながらピクニックを 

します。あるとき、カモノハシくんが、 

湖にいたお月さまを 

取ると、空のお月さまが 

いなくなってしまい…。 

「ぼくらは森で生まれかわった」 

おおぎやなぎ ちか 作 

あかね書房｜2021.6 

 

河童伝説のある森で、都会から来た

順矢と出会った真。夏休みの毎日を

一緒に過ごすようになるが、 

順矢の秘密と、真の嘘で       

亀裂ができて…。           

未来を真剣に考えていく       

少年達の特別な夏を描く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【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 

料金：一般 800円 （大学生以下無料） 

創設 100周年記念 釧美展(第 103 回) 

日時：9/15(水)～19(日) 

料金：一般 400円 （高校生以下無料） 

【特別展】 上野憲男展 

日時：9/28(火)～11/14(日) 

10:00～17:00 

料金：一般 500円 （大学生以下無料） 

 

「浮世絵動物園」 

太田記念美術館 監修 

小学館｜2021.5 

 

かわいい! おもしろい! ちょっとヘン!? 

動物だらけの江戸の町へようこそ! 

日本人と動物の歴史と 

文化、深い愛情を、          

動物が描かれた浮世絵        

約 160点で読み説く。 

ティーンズ 

「おふろひえてます」 

とよた かずひこ さく 

ひさかたチャイルド｜2021.6 

 

くまのこどもが泳ぐ練習をしていると、

ペンギンさんたちがやってきて、すー

いすい。カッパさんもやってきて…。

夏のおふろやさんは        、

プールになります。          

ユーモアたっぷりの絵本。 

クラシック 『《アルルの女》第１・第２組曲／《カルメン》組曲』 B/ﾋ 

クラシック 『Ｊ．シュトラウスⅡ世：喜歌劇《こうもり》』 G/ｼ 

ジャズ 『ソング・フォー・マイ・ファーザー ＋４』 J/ｼ 

ジャズ 『ＢＬＡＣＫ ＢＥＡＲ ＆ ＪＡＺＺ Ｌｏｖｅｌｙ Ｄｒｅａｍｓ  

  華やかな夜に聴くジャズリラクシング』 J/ﾌ 

クラシック 『稲川怪談クラシック』 I/ｲ 

子ども向け 『おしりたんてい オリジナル・サウンドトラック』 O/ｵ 

落語 『落語名人寄席 其之参  引越の夢 寝床』 Q/ﾗ/3-3 

郷土 『ヒートボイス／アイノコトバ』 R/ﾋ 

洋楽 『気になる洋楽 ＴＶ ＣＭ ＨＩＴＳ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ２』 Z/ｷ/2 

洋楽 『BEST OF THE THREE VIOLINISTS Ⅲ』 Z/ﾍ/3 ほか 

「さよならのたからばこ」 

長崎 夏海 作 ﾐﾔﾊﾗ ﾖｳｺ 絵 

理論社｜2021.6 

 

生まれ育った島を出て、明日、東京

へ引っ越す小学 2年の美波。いつも      

一緒に遊んでいた友達と        

さよならする大事な日。      。

からっぽだった心に入れ        

た宝物とは・・・。 

「ボーダレス・ケアラー」 

山本 悦子 作 

理論社｜2021.5 

 

祖母が飼っていた犬の豆蔵が死ん

でひと月あまり。海斗は豆蔵の空の

リードを持って散歩をすると死後の

生と死のはざまに立つ         

「ボーダー」の姿が見え       

ることに気がついて…。        
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新着資料のご紹介  

しらべもの 

釧路市立美術館展覧会のおしらせ 

休館日：月曜日 

新着ＣＤ  

児童書 

児童書 
 



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    

 

９月の行事カレンダー 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日（金），４日（土） １０日（金），１１日（土） ２０日（月） 祝日上映会 
２３日（木）  

懐かしの釧路上映会 
２５日（土） 

「夢追いかけて」 
邦画（人間ドラマ）/日本 

２００３年/１０９分 

音声：日本語，字幕：なし 

「ものすごくうるさくて、 

ありえないほど近い」 
洋画（人間ドラマ）/アメリカ 

２０１１年/１２９分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「故郷（ふるさと）」 
邦画（人間ドラマ）/日本 

１９９９年/１１０分 

音声：日本語，字幕：なし 

「橋の造形（道東の四季） 

幣舞橋彫像設置市民運動
の記録」 

記録映像（郷土資料）/３３分 

音声：日本語，字幕：なし 

「ハムナプトラ３ 呪われた 

皇帝の秘宝」 
洋画（アクション）/アメリカ 

２００８年/１１２分 

音声：日本語，字幕：日本語 

全盲というハンディキャップに屈

することなく、水泳でパラリンピッ

クに出場、金メダルに輝いた河合

純一。もう一つの夢、教師として

も教鞭をとりながら、パラリンピック

再挑戦という夢を追いかける。 

９.１１のテロで亡くなった父の遺

品から１本の鍵を発見したオスカ

ーは、鍵穴を探してニューヨーク

の街に飛び出す。その中で悲劇

で愛する人を失った様々な人と

めぐりあう。（みんなでシネマ上映会） 

沖縄市民マラソン大会。今年は

高齢者クラスの優勝者・南風原

時子のおなじみの姿はなかった。

フェリーで鹿児島に来ていた時子

は、ただ１人事情を知る親友タミ

と連絡を取り、ひとり走り続ける。 

釧路のシンボル・幣舞橋の橋脚

上に据えられた４体の「道東の四

季像」、１９７７年（昭和５２年） 

５月３日に完成するまでの製作

過程を、記録映像で振り返る。 

※古い資料映像のため、画質や音質

が粗い箇所があります（白黒） 

冒険稼業から足を洗ったリック

は、伝説のブルーダイヤを上海

に運ぶよう依頼される。上海に渡

り、息子と再会するが、呪いで陶 

器にされていた皇帝が復活…。 

（みんなでシネマ上映会） 

 

 
図書館バス巡回日程（９月～10 月） 

対面 

時間：１３：００～ 場所：７階多目的ホール 座席数：５０席 

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 9月 10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 14(第2火) 5

火 7・21 5・19

水

金 3・17 1・15

1・15 6・20

木 2・16 7・21

13：30～14：10

10・24 8・22

　　※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 9月 10月

火 14・28 12・26

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 8・22 13・27

木 9・23 14・28

金

休館日 

（資料整理日) 
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今月の上映作品紹介 

休館日 

対面 

対面 

対面 

対面 

対面 

対面 

休館日 

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。 

休館日 
対面 

対面 

中止となりました 
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