
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

７階 グループ学習室１ 
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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。 
 

■としょかんフェスタ２０２１ 開催中！■ 
 

今年もコロナウイルス感染症拡大防止の対策を 

しながら開催しております。 

日程：１０月３０日（土）～１１月３日（水） 
 

●認知症に関する相談会 

１１月１７日（水）  

１３：００～１６：００ 

主催：釧路市福祉部介護高齢課 

どんな本かな 

お楽しみセット 
児童書２冊と一般書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 

 

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？

※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：東部地区図書館 

 

■令和３年度釧路高専公開講座 
「釧路スペシャル」■ 

 

釧路工業高等専門学校の専門教員が釧路を 

語るなるほどおもしろ講座。 

日程：１１月２８日（日） 
①地学の時間 １３：００～１４：１０ 

   地域の歴史を知るのに「役立つ」地学 

②気象の時間 １４：２０～１５：２０ 

   道東の天気を気象予報士と眺めましょう 

③文学の時間 １５：３０～１７：００ 

   桜木紫乃『凍原』の世界 
 ※各講座の詳細は、釧路高専のホームページを 

ご覧ください。 

場所：中央図書館 ７階多目的ホール 

定員：５０人（先着順・定員締め切り） 

   申込：１１月２５日（木）まで 

当館か釧路高専へ電話またはメール 

       📞0154-64-1740 （図書館） 

       📞0154-57-7216 (釧路高専) 

         ✉kenkyu@kushiro-ct.ac.jp 

         郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・ 

       電話番号をお知らせください 

みんな deチャレンジ 

I     ぬりえ 
１０月に募集したぬりえ作品を中部

地区図書館内に掲示しています♬ 

掲示期間：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 

映画マラソン～映画で旅

行気分を味わおう！～ 
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 

７階 多目的ホール 

 

特集「小説・エッセイで 

旅行気分を味わおう！」 
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 

くしろフォトグラフ 
～わたしたちのまなざし～ 
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 

主催：釧路短期大学図書館活動研究ゼミ 

第 174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 
 

●特別展「羽生輝 挿絵の世界」 

１１月２７日(土)～１２月１２日（日） 

９：３０～１９：３０  

釧路市中央図書館だより 11 月号  

●釧路文学館マンスリー朗読会 

１１月１４日（日）  

１３：００～１３：３０  
※詳細は文学館だよりをご覧ください 

@kushiro_lib 

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/


「時空犯」 

潮谷 験｜講談社｜2021.8 

 

しがない私立探偵・姫崎智弘の元に

成功報酬一千万円という、桁外れの

依頼が舞い込む。同様に引き受けた

ほか七名と姫崎は、依頼人の北神

博士から、二〇一八年六月一日が

千回近く巻き戻っていると告げられ、

原因究明に協力することになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まいにちの漬物」 

ませき じゅんこ｜池田書店      

2021.8 

 

意外に簡単に作れたり、作り置きとして

一品増やすのに便利だったりと、たくさ

んの魅力がある漬け物。時短レシピを

含め、野菜をムダなくおいしく使う漬け

物&保存食レシピを紹介。 

文学・小説 

郷土資料 

「お菓子の箱だけで作る 

すごい空箱工作」 

はるきる｜ワニブックス｜2021.7 

 

ココアシガレットの紳士、じゃがりこの

風車小屋、ポッキーの二刀流戦士

…。お菓子の空箱で作った作品

を、制作のこだわりなどとともに紹介

する。初心者向けの 6作品の作り

方を掲載。 

 

「バンティング」 

マイケル・ブリス｜毎日新聞出版  

2021.8 

 

1921 年、サー・バンティングがイ

ンスリンを発見したことにより、当

時の医学界は大きく進歩した。現

存する彼の日記と全ての資料、

関係者への取材をもとに、波乱に

満ちたバンティングの生涯を振り

返る。 

「おもちゃびょういん」 

木島 誠悟｜白泉社 

2021.9 

 

ボクはぬいぐるみの「ぷく」。ずっと一緒

だったモモちゃんが大人になって遠く

へ行ってから、ひとりぼっちだった。け

れどある日、あたたかい手がボクを取

り上げてくれて…。ぬいぐるみを愛する

人に贈るハートフルストーリー。       

(貸出可能資料あり) 

「帆神」 

玉岡 かおる｜新潮社｜2021.8 

                

江戸は姫路藩の商港・播州高砂。

漁師の子である牛頭丸は後に名を

「松右衛門」と改め、船乗りとしての

頭角を現わしていく。やがて全国の

港湾の整備や千石船の帆の改良に

力を尽くすようになる。江戸海運の

発展に貢献した実在の快男児を、

四人の女性視点から描いた作品。 

 

 

 
「海獣学者、 

クジラを解剖する。」 

 田島 木綿子 | 山と溪谷社

2021.8 

 

「田島さん、クジラが打ち上がった

よ!」 電話1本で海岸へ出動！日本

一クジラを解剖してきた研究者の七

転八倒な毎日と海の哺乳類の生態

を紹介する。海の哺乳類の死体が

教えてくれることとは…。 

実用書 

「プラモはじめます！」 

香坂 きの | ＫＡＤＯＫＡＷＡ

2021.7 

 

お金をかけずに楽しめる！プラモデ

ル作りの基本から、簡単＆きれいに

色を塗る方法、超絶リアルになる汚

し方、必携１００均アイテム＆活用

術、ＳＮＳに投稿したくなる撮影テク

ニックまで幅広く紹介。 

「とにもかくにもごはん」 

小野寺 史宜｜講談社｜2021.8 

 

突然の事故で夫を亡くした波子は、

最後に交わした言葉をきっかけに、

月に二回の「クロード子ども食堂」を

始める。五人のスタッフで運営する

小さな食堂には、子ども達だけでなく

地域の大人も訪れ、温かいごはんを

一緒に食べていた。人と人を繋ぎ、 

心の隙間を優しく埋め合う連作集。 
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新着資料のご紹介  

実用書 



「おばけのジョージー 

とんでいったふうせん」 

ロバート ブライト さく 

こみや ゆう やく 

好学社｜2021.8 

おばけのジョージーは、ともだちといっし

ょにおまつりに行きますが、買った風船

を手にしたのねずみ 

が空高く飛んでいっ 

てしまい…。 

「こずえと申す」 

吉田 道子 作 宮尾 和孝 絵 

ポプラ社｜2021.8 

 

ぼくたちの天狗山に道路を通す計画

が? 武家言葉で話すこずえとぼくたち

が山の自然を守るために考えたことは

…。まっすぐにものごと 

を見つめる子どもたち 

のありかたを、すがす 

がしく描いた物語。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
「ライブラリー・ツインズ」 

日野 祐希 作 

アリス館｜2021.8 

 

「この成績では内部進学が難しい」と

告げられた中学 3 年生・菜織。だが

夏休みに大学図書館でボランティア

活動をすれば内部進学できると言わ

れ、お目付け役の双子 

の弟とともにボランティ 

ア活動をすることに…。 

ティーンズ 

クラシック 『ピアノ曲集  ぶらぶ～らの地図』 F/ﾊ 

クラシック 『スメタナ四重奏団／ベートーヴェン 

弦楽四重奏曲 第９番《ラズモフスキー第３番》／第１０番《ハープ》』 E/ﾍ 

クラシック 『ウエスト・サイド・ストーリー～バーンスタイン超定番ベストＰＲＥＭＩＵＭ』 I/ﾊ 

洋楽 『セブン・トゥエンティー・セブン／フィフス・ハーモニー（ジャパン・デラックス・エディション）』 K/ﾌ 

世界の音楽 『Ａｕｔｕｎｎｏ（アウトゥンノ） イタリアの秋』 N/ｲ/1 

子ども向け 『ミュージカル＆シネマ・ファンタジー みんなが主役 キラキラえがお！すくいくはっぴょう会』O/ﾐ 

朗読 『朗読喫茶  噺の籠～あらすじで聴く文学全集～風立ちぬ／野菊の墓／舞姫』 P/ﾛ/2 

朗読 『朗読喫茶  噺の籠～あらすじで聴く文学全集～檸檬／人間失格／桜の森の満開の下』 P/ﾛ/4 

朗読 『朗読喫茶  噺の籠～あらすじで聴く文学全集～人間椅子／注文の多い料理店／羅生門』 P/ﾛ/6 

その他 『栗コーダーカルテット  ２５周年ベスト』 Z/ｸ ほか 

「パンツのなかのまほう」 

なかがわ さやこ さく 

でぐち かずみ え 

かもがわ出版｜2021.8 

 

パンツをはいている場所には、まほうが

隠されているんだよ! 楽しいお話を通し

て子どもたちに、「自分の体を守り、な

にかあったら大人 

に言う」ことを伝え 

る絵本です。 

「ねこまめ」 

長井理佳 ぶん 久保 晶太 絵 

あすなろ書房｜2021.8 

 

 

おまめとねこが好きなまめこはある日、

縁側でふしぎな豆を見つけました。それ

を庭に埋めると、 

まめの木が生え、 

小さなねこたちが 

生まれて…。 
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【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） 

「雲と雨の大研究」 

荒木 健太郎 監修 

PHP研究所｜2021.8 

 

雲の基本的な種類や、雲ができるしく

み、空から雨や雪が降ってくる理由、

さまざまな気象災害と雲とのかかわり

などを、わかりやす 

く解説する。雲や雨 

にまつわる情報を 

紹介したコラムも 

掲載。 

児童書 
 

釧路市立美術館展覧会のおしらせ 

新着資料のご紹介  

新着ＣＤ  

しらべもの 児童書 

休館日：月曜日 

【ミニ企画】 羽生輝展 

日時：11/20(土)～12/12(日) 

10:00～17:00 

料金：一般 140円 （大学生以下無料） 

第９５回記念道展 第６５回釧路移動展 

日時：11/23(火)～28(日) 

10:00～17:00 ※最終日は16：00まで 

料金：一般 500円 （高校生以下無料） 



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      

 

１１月の行事カレンダー 
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11：00～11：30 11：00～11：30 14：30～15：00 

11：00～11：30 

朗読会 

13：00～13：30 

文学館 

対面 

時間：１３：００～ 場所：７階多目的ホール 座席数：５０席 

11：00～11：30 

今月の上映作品紹介 

対面 

11：00～11：30 

休館日 

休館日 

（資料整理日) 

図書館バス巡回日程（11 月～12 月） 

14：30～15：00 

14：30～15：00 11：00～11：30 

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 11月 12月

火 9・23 14・28

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 10・24 8・22

木 11・25 9・23

金

13：30～14：10

12・26 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 5・19 3・17

3・17 1・15

木 4・18 2・16

第1

と

第3

じ　　か　　ん

時　　　間 11月 12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 2 7

火 2・16 7・21

11：00～11：30 

対面 

休館日 

対面 

対面 休館日 

釧路高専公開講座 

13：00～17：00 

5 日（金），6 日（土） 12 日（金），13 日（土） 19 日（金），20 日（土） 23 日（火） 祝日上映会 
27 日（土）         

懐かしの釧路上映会 

「ベスト・キッド」 
洋画（アクション）/アメリカ 

1984 年/127 分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「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 

「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 

「紅白が生まれた日」 
ドラマ（歴史）/日本 

２０１５年/７２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 

ダニエルは、不良グループに付

け狙われ、怪我だらけの毎日。そ

んな彼にカラテの達人ミヤギがコ

ーチを引き受ける。決着の場は 2

ヶ月後の少年カラテ選手権大会!

（みんなでシネマ上映会） 

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） 

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… （モノクロ作品） 

終戦からわずか 4 カ月後の大晦

日。「紅白歌合戦」の前身となっ

た番組、「紅白音楽試合」が放

送された。傷ついた人々に歌声

を届けようと、奮闘するスタッフや

歌手達の人間模様を描く。 

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 

 

14：30～15：00 

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 
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