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釧路市中央図書館

■としょかんフェスタ２０２１

資料検索

開催！■

今年もコロナウイルス感染症拡大防止の対策をしながら開催いたします。

日程：１０月３０日（土）～１１月３日（水）
ぬいぐるみおとまり会
３０日(土)に図書館でぬいぐるみ
をお預かりし、翌日以降にお迎え
に来ていただきます。ぬいぐるみ
の様子は、図書館 SNS でお知ら
せします♪
募集期間：１０月５日(火)～
定員：ぬいぐるみ１０体（先着順）
※初めての方優先

特集「小説・エッセイで
旅行気分を味わおう！」

くしろフォトグラフ

コロナ禍で旅行に行けないなら、
せめておはなしの中だけでも！
期間：１０月３０日(土)
～１２月２３日（木）
時間：９：３０～１９：３０
場所：中央図書館 ６階

釧路の魅力を切り取った写真を
厳選して展示します。
期間：１０月３１日(日)
～１１月７日（日）
時間：９：３０～１９：３０
最終日は１２：００まで
場所：７階 展示室
主催：釧路短期大学図書館活動研究ゼミ

映画マラソン～映画で旅
行気分を味わおう！～

どんな本かな
お楽しみセット

映画を３作品続けて上映します。
日程：１１月３日（水）
１０：００～「すべての美しい馬」
１３：００～「アンを探して」
１５：３０～「ロスト・イン・パリ」
場所：中央図書館 ７階多目的ホール
申込不要 定員：50 人

児童書２冊のセットと一般書２冊
のセットをご用意しております。ど
んな本が入っているかは、おうち
に帰ってからのお楽しみ！※セッ
ト数には限りがございます
期間：１０月３０日(土)
～１１月３日（水）
時間：９：３０～１９：３０
場所：西部地区図書館

７階 多目的ホール
●第１２回 釧路こども俳句大会
１０月１０日（日） １３：００～１４：３０
主催：釧路俳句連盟

●第３８回
北海道高等学校文化連盟釧根支部図書研究大会
１０月１５日（金） １３：００～１５：３０
主催：北海道高等学校文化連盟釧根支部

●２０２１年 第７３回 釧路市芸術祭参加
市民俳句大会
１０月１７日（日） １３：００～１５：３０
主催：釧路俳句連盟

～わたしたちのまなざし～

わくわくガチャホン
ガチャを回して出たカプセルに書
かれている本のセットを貸出しし
ます。どんな本に出会えるかな？
※数に限りがございます
期間：１０月３０日(土)
～１１月３日（水）
時間：９：３０～１９：３０
対象：小学生以下
場所：東部地区図書館

第１３回
釧路市中央図書館朗読会
「河﨑秋子の文学」 をテーマに、
６人の方に朗読をしていただきま
す。
日時：１０月３１日(日)
１３：００～１５：３０
場所：中央図書館 ７階多目的ホール
申込不要 定員：50 人

みんな de チャレンジ
I
ぬりえ
こどもから大人まで楽しめるぬりえ
をご用意しております。色を塗った
らぜひお持ちください。
ぬりえ配布：１０月１日(金)～２７日（水）
受付：１０月２８日（木）まで
掲示：１０月３０日(土)～１１月２５日(木)

時間：９：３０～１９：３０
場所：中部地区図書館

７階 展示室
●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

●釧路市芸術祭参加「文学色紙展」
１０月１４日(木)～１７日（日）
９：３０～１９：３０ ※初日は１１：００から、最終日は１４：３０まで
主催：釧路文学団体協議会

●第１５３周年灯台記念日特別展「釧路の燈台」
１０月２２日(金) １４：３０～１７：００
１０月２３日(土) ９：３０～１７：００
１０月２４日(日) ９：３０～１６：００
主催：釧路海上保安部

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、各フロアの閲覧席の間隔をあけております。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。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、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

令和 3 年 10 月 1 日 釧路市中央図書館報

（2）

新着資料のご紹介
文学・小説
「原因において自由な物語」
五十嵐 律人｜講談社｜2021.7

「もどかしいほど
静かなオルゴール店」

「白光」
朝井 まかて｜文藝春秋｜2021.7

瀧羽 麻子｜幻冬舎｜2021.7
明治初期。下士の娘でありながら、

人気作家の二階堂紡季と、恋人で
スクールロイヤーの遊佐想護には、

沖縄の小さな離島に新しく開かれた

絵師になる夢を実現する為、単身で

明かしてはいけない秘密があった。

不思議なオルゴール店。北の地から

上京。宣教師ニコライとの出会いを

新作の執筆中だったある日、想護が

やって来たという店長は、人の心に

期に西洋画に目覚め、己の素質を

廃病院から転落。調べを進めると、

流れている音楽を聴くことができる、

極めようとロシアへ留学した、一人の

一年前に同じ場所で起こった、男子

変わった能力を持っていた。誰もが

女性がいた。日本初のイコン画家で

高校生転落死の謎に行き着いた。

抱える様々な想いを音楽に変えて、

ある彼女の名前は山下りん。激動の

背中を押してくれる七つの短編集。

生涯を駆け抜けた軌跡を描く一冊。

実用書
「勉強しなさい」より
「一緒にゲームしない？」

「境界争いと戦国諜報戦」

「膠を旅する」

盛本 昌広｜吉川弘文館｜2021.7

青木 茂ほか｜国書刊行会
2021.5

岩田 拓真 | 主婦と生活社
2021.7

戦国合戦の舞台であった「境目」。
合戦のほとんどは、隣り合う戦国大

古くから工芸品、楽器などの接着

新型学習塾の最先端授業「学習×

名間で起きたものである。地形・地

剤として世界中で使われてきた

ゲーム」を親子で体験しよう。「遊

質の特徴を踏まえ、境目の防衛戦

膠（にかわ）。原料は動物資源で

び」でありながら、結果として「学び」

略と築城、境目を脅かす忍びの軍

主成分はゼラチンである。今日に

になる３０のゲームを紹介。各ゲー

勢のゲリラ戦・諜報活動などから、

おいて伝統的な手工芸による生

ムがどんな教科に役立つのかを解

合戦の知られざる特質を解き明か

産が途絶えた膠を、本書では多

説。「声かけ例」なども掲載する。

す。

様な観点から探っていく。

実用書

郷土資料

「寝てもサメても深層サメ学」

「自宅でつくる本格中華レシピ」

「Wild Hokkaidō」

佐藤 圭一・冨田 武照

人長 良次｜三才ブックス

Mark Brazil｜北海道新聞社

産業編集センター｜2021.5

2021.6

2021.6

サメの骨格はなぜ軟骨? サメの寿

「激辛中華の伝道師」による四川料理

道東の自然を満喫するための英

命 はど れ ほ ど ? サ メの 不倫 は 常

のレシピ本。四川麻婆豆腐、辛くてシビ

語版ガイドブック。国立公園と国

識? ２人の研究者（著者）が「サメ

れる黒チャーハン、大海老のチリソー

定公園を中心に、周辺の見所、

を研究する」作業に焦点を当て、

ス炒め、茄子のスパイシー煮込みなど

動植物、文化などを写真とともに

写真も交えながらユニークな研究

「なぜそうするとおいしくなるのか」という

紹介します。

のアプローチを綴った一冊。

ポイントを収録しています。

I recommend this book!
(貸出可能資料あり)
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新着資料のご紹介
児童書
「ちゅっちゅとこっぷちゃん」

「おしたらおしまい」

「時計がない！」

いいもり みほ さく

永田 浩一 作 初見 寧 絵

小松原 宏子 作 シライシ ユウコ 絵

文溪堂｜2021.7

ポプラ社｜2021.6

文研出版｜2021.6

みかんを見つけた、ねずみのちゅっちゅ

ある日、母親は「知らないボタンは絶

ミコの 10 歳の誕生日の朝、世界中

とこっぷちゃん。ごろごろごろと運んで、

対おしちゃダメよ」と言いながら、少年

から時計が消えた! ミコの大事なめざま

ナイフでしゅぱっと切って、じゅぶじゅぶ

コークにタブレットを手渡した。コークが

し時計「りんりんちゃん」

じゅ〜としぼって。

使いはじめると…。

も見当たらない。そんな

音で楽しむ赤ちゃん

SNS やスマホの

なか、ふしぎな転校生が

絵本です。

時代に大切な事

やってきた。

を描いた絵本。

しらべもの

児童書
「縄文の狼」

「この世界からサイが

いなくなってしまう」

今井 恭子 作 岩本 ゼロゴ 絵

味田村 太郎 文

くもん出版｜2021.6

ティーンズ
「スウィートホーム」
花里 真希 作
講談社｜2021.6

学研プラス｜2021.6
狼と人とは住む世界が違った。父さん

あと 20 年たつと、アフリカからサイがい

片付けを諦めている母と厳しい父の

たちが、こえてはならぬ一線をあえて

なくなってしまうかもしれない。角をね

いる家には不満ばかり。学校でもキツ

こえたのは…。赤ん坊のころ狼にさら

らった密猟によって、サイの数が減っ

イ物言いをしてしまう中学 1 年の千紗

われ狼とともに育った

ているせいだ。サイを

は、どこにも味方は

少年キセキ。1 万年

守ろうとする人達と

いないと感じていた。

以上前、縄文時代に

密猟者の知られざ

だが、心も部屋も整

繰り広げられる、絆と

る戦いを描く。

理すると…。片付け
と友情の物語。

進化の物語。

新着ＣＤ
クラシック 『チャイコフスキー：初期交響曲集（第１・２・３番）』 A/ﾁ

釧路市立美術館
展覧会のおしらせ

クラシック 『イ・ムジチ／コンチェルティ・ロマーニ＆コンフルエンシア アルカンジェロ』 E/ｺ
クラシック 『大指揮者のピアノ曲』 F/ﾄ
クラシック 『アンナ・ネトレプコ・ベスト』 H/ﾌ
洋楽 『ＳＷＥＥＴ ＣＬＡＳＳＩＣ ＴＨＥ ＢＥＳＴ ＯＦ ＣＬＡＳＳＩＣＡＬ ＣＲＯＳＳＯＶＥＲ』 I/ｽ/1
クラシック 『ＴＥＥＮＡＧＥＲＳ 佐渡裕＆スーパーキッズ・オーケストラの奇跡』 I/ﾎ
ジャズ 『カフェで流れるジャズピアノ ＬＯＶＥ３０ Ｍｏｏｎｌｉｇｈｔ』 J/ﾑ
洋楽 『パリ、愛の歌 ザ・ベスト・オブ・シャンソン＆フレンチポップ』 N/ﾊ
子ども向け 『みいつけた！ヤッホー』 O/ﾐ
洋楽 『気になる洋楽 ＴＶＣＭ，ＤＲＥＡＭ＆ＭＯＶＩＥ ＨＩＴＳ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ』 Z/ｷ/3

【特別展】 上野憲男展
日時：9/28(火)～11/14(日)
10:00～17:00
休館日：月曜日
料金：一般 500 円 （大学生以下無料）
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１０月の行事カレンダー
月

火

水

木

金

土

日

１

２

３
文学館

対面
11：00～11：30

４

５

６

７

８

９
対面

13：30～15：30

１２

１３

１４

おはなし会

11：00～11：30

11：00～11：30

14：30～15：00

１５

１６

休館日

１７
対面

対面
対面

１９

14：30～15：00

２０

２１

11：00～11：30

11：00～11：30

２２

２３

休館日

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。

２４

対面
対面

２５

上映会
13：00～

１０

対面

１８

朗読会
13：00～13：30

11：00～11：30

ボランティア養成講座

休館日
１１

表示マーク

２６

14：30～15：00

２７

２８

11：00～11：30

11：00～11：30

２９

３０

３１

休館日

休館日
対面

14：30～15：00

今月の上映作品紹介

（資料整理日)

時間：１３：００～ 場所：７階多目的ホール 座席数：５０席
２２日（金），２３日（土）

懐かしの釧路上映会
30 日（土）

「遠い空の向こうに」

「コララインとボタンの魔女」

「釧路市制 あすへの素顔」

洋画（人間ドラマ）/アメリカ

アニメーション（ファンタジー）/アメリカ

記録映像（郷土資料）/日本

２０１９年/１４５分

１９９９年/１０７分

２００９年/１０１分

３４分

音声：日本語，字幕：なし

音声：日本語，字幕：日本語

音声：日本語，字幕：日本語

音声：日本語，字幕：なし

徳川家康と家康の夢に人生をか
けた熱い男たちのドラマ。前編は
大久保藤五郎の「水を制す」、後
編は「小判」を製造した橋本庄三
郎の「金貨の町」。※１話終了前に

1957 年。ソ連が人類初の人工
衛星の打ち上げに成功。主人公
ホーマーは、夜空に美しい弧を
描くスプートニクに心奪われ、
ロケットを打ち上げたいと願うよう
になる。（みんなでシネマ上映会）

１１歳のコララインが引っ越した家
で見つけた扉の向こうは、夢の
ような世界とボタンの目をした
ママとパパ。目をボタンにされそう
になり、元の世界に逃げ帰ると本
当の両親が消えてしまっていた。

昭和４４年に開基１００年を迎え
た釧路市。映像は昭和４８年
（１９７３年）頃を中心とし、マチの
歴史を記録映像で紹介します。

１日（金），２日（土）

８日（金），９日（土）

１６日（土）

「サタデー・ナイト・
フィーバー」

「家康、江戸を建てる」
ドラマ（歴史）/日本

洋画（人間ドラマ）/アメリカ
１９７７年/１１９分
音声：日本語，字幕：日本語

トニーは土曜日のディスコにビシ
ッとキメ、ダンスで女性たちの視
線を釘付けにするのが楽しみ。
ある夜、ある女性のダンスに魅了
され、コンテストのパートナーに彼
女を誘う。（みんなでシネマ上映会）

11：00～11：30

２話の予告が入ります。

※古い資料映像のため、画質や音質
が粗い箇所が複数あります

図書館バス巡回日程（10 月～11 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

10月
5

11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

5・19 2・16

はしどい学園
第2 水

6・20 3・17
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

7・21 4・18

はるとりししょ

14：30 ～ 15：10
金

1・15 5・19

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

2

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

10月

11月

13：30～14：10

12・26 9・23
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：00
14：10 ～ 14：40

13・27 10・24

15：00 ～ 15：30
13：30 ～ 14：10

14・28 11・25
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10

8・22 12・26
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。

