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資料検索

●年末年始休館のお知らせ●
１２月２９日（水）～２０２１年１月３日(月)までは、年末年始のため休館と
なります。長い休館となりますので、ぜひたくさん本を借りてくださいね！
１月４日(火) ９：３０より通常通り開館いたします。

◆クリスマスおはなし会◆
クリスマスやサンタクロースのおはなしが盛りだくさん！ １時間のスペシャル
おはなし会です。途中参加、途中退室可能なのでぜひお気軽にどうぞ。

日時：１２月２５日(土) １１：００～１２：００
場所：４階おはなしコーナー

●福 BOOK・福引のお知らせ●
何が入っているかわからない、福ＢＯＯＫ♪ 自分では選ばない本に出会うチャンスです！
福引は、本・CD を 3 点借りるごとに１回引けますので、年始の運試しに是非！

福 BOOK
日時：令和４年１月４日（火）
９：３０～１９：３０
場所：中央図書館５階（一般書）・４階（児童書）
西部・東部・中部地区図書館
セットがなくなり次第、終了します。
７階 多目的ホール

福引
日時：令和４年１月４日（火）
１０：００～１５：００
場所：中央図書館４階
３点借りるごとに１回引けます。
クジがなくなり次第、終了します。

７階 展示室

※詳細は文学館だよりをご覧ください

●みっちょの川柳教室（要申込）
１２月５日（日） １３：００～１５：００

●令和３年度釧路高専公開講座
「文学スペシャル」（要申込）
１２月１２日（日） １３：００～１６：１０

●釧路文学館マンスリー朗読会（要申込）
１２月１９日（日） １３：００～１３：３０

●特別展「羽生輝 挿絵の世界」

●嵯峨美津江さん追悼パネル展

１１月２７日(土)～１２月１２日（日）
９：３０～１９：３０

●春採湖なんでもパネル展

１２月２５日(土)～１月１６日（日）
９：３０～１９：３０
※最終日は１８：００まで

１２月１４日(火)～２１日（火）
９：３０～１９：３０
※初日は１１：００から、
最終日は１６：００まで
主催：釧路市役所 市民環境部環境保全課

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。
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新着資料のご紹介
文学・小説
「ばにらさま」
山本 文緒｜文藝春秋｜2021.9

「かぞえきれない星の、
その次の星」

「月と日の后」
冲方 丁｜PHP 研究所｜2021.9

重松 清｜KADOKAWA｜2021.9
娘を天皇に嫁がせて絶大な権力を

平凡で容姿もパッとしない「僕」に、
初めて恋人ができた。美人で華奢な

世界中に未知のウイルスが広がり、

手に入れた藤原道長。彰子もまた

「彼女」はバニラアイスのように白く、

登校できなくなった子どもたちの為、

父に命じられるがまま、一条天皇の

冷たかった(「ばにらさま」)。優しくて

ある計画を進めるこいのぼり。財宝の

女御となる。だが初夜を迎える日の

甘いだけが人生じゃない。じわじわ

噂に取り憑かれ、欲望の鬼と化した

未明、一条天皇の后・定子が男子を

心を蝕むような毒が潜む、何気ない

人間を退治する桃太郎。温かくて、

出産したという報せがもたらされた。

日常を描いた、遺作となる短編集。

悲しくて、切ない。夜空に輝く星々の

時代に翻弄された孤独な少女が、

ように散りばめられた十一の物語。

やがて国母となるまでの生涯を描く。

実用書
「西暦一年」

「にっぽんのシギ・チドリ」

「お寺の掲示板 諸法無我」

スーザン・バック=モース | 青土社

築山 和好 写真，ポンプラボ 編集

江田 智昭｜新潮社｜2021.9

2021.9

カンゼン｜2021.8
「コロナより怖いのは人間だった」

一世紀とは誰のためのものなのか？

日本の干潟・湿地を訪れる旅鳥、

「隣のレジは、早い」「人のことを

「ユダヤ戦記」を記したフラウィウス・

シギ・チドリ類。日本への渡来が多

憎み始めたらヒマな証拠」など、

ヨセフスら一世紀の作家 3 人を取り

い 25 種を中心に、表情豊かな写

全国のお寺の門前の掲示板の言

上げ、その本来の姿を掘り起こし、デ

真を多く掲載しているシギチの魅力

葉を写真で紹介し、仏教の教え

カルトなど哲学者の思想を援用しな

がたっぷり詰まった一冊。

を伝える。

がら、まったく新しい一世紀像を描

道東にやってくるシギチもいるカモ

出する。

…？

実用書

郷土資料
「江戸城」

「黒羽志寿子の小さくて佳きもの」

村井 益男 | 吉川弘文館

黒羽 志寿子｜日本ヴォーグ社

「日本漁業・水産業の
復活戦略」

2021.10

2021.10

雄山閣｜2021.6

太田道灌が築城し、徳川家康の天

ミニバッグとミニポーチ、お薬手帳ケー

危機に瀕している日本の漁業・水産

下普請により完成した江戸城。中世

ス、小さなテディベア、エコバッグ、刺し

業。それを回復させ、豊かな海洋資

以来 6 度も主を変えながら、豪族館

子の名刺入れ、青海波のタペストリー

源を守るための具体的方策を 7 つ

から近世遊郭へ発展を遂げ、今も皇

…。キルトのバッグや小物の仕立て方

の提言として紹介。福島「処理水」

居として維持し続ける名城の 800 年

のコツや作り方のポイントを紹介する。

問題や SDGs に触れ、最新データも

を平易に解説する。

充実。
(貸出可能資料なし)
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新着資料のご紹介
児童書
「のりものクッキー」
彦坂 有紀・もりと いずみ 作

「こねこのウィンクルと
クリスマスツリー」

「チリンでんしゃ」
大原 悦子 文 村田 エミコ 絵

ルース・エインズワース さく

講談社｜2021.10

福音館書店｜2021.10

上條 由美子 やく さとう ゆうすけ え
福音館書店｜2021.10

クッキーのくるまがプップー。クッキーの

おばあちゃんといっしょに動物園に行く
男の子が、電車に乗りました。ところが、

きゅうきゅうしゃがピーポーピーポー…。
つぎからつぎへとのりものが

クリスマスツリーにさわりたい子猫の

電車がトンネルに入った

やってくる、おいし

ウィンクルはこっそり

とき、鈴を鳴らして現れ

そうなクッキーの

寝床をぬけだしました。

たのはキリンの車掌さん

木版画絵本。

そしてツリーにのぼり、

で…。動物園へ行くワク

てっぺんにつくと…。

ワクを描いた絵本。

しらべもの

児童書
「あっしはもしもし湾にすむ

「古典がおいしい！

ティーンズ
「きみとホームで待ち合わせ」
神戸 遙真 作

平安時代のスイーツ」

カメ次郎ともうします」
岩佐 めぐみ 作 高畠 純 絵

前川 佳代・宍戸 香美 著

偕成社｜2021.10

かもがわ出版｜2021.9

講談社｜2021.9
作草部高校 1 年 4 組の教室で、ある

貝がらや海草で何かを作るのが得意

「枕草子」のけずり氷、「源氏物語」の

女子生徒が「深田さんのことが好きで

なカメ次郎は、故郷のもしもし湾でお

つばきもち…。平安時代の古典に登

す」と書かれた

店を開店。お店オープ

場する 10 種類の

匿名のラブレター

ンのチラシをクジラ海郵

スイーツの再現レシ

を拾い…。6 人

便局でたくさん配っても

ピを、その古典作品

それぞれの淡い

らいますが、お客さんが

の内容とともに紹介

恋を描く連作短

全然来なくて…!?

する。

編集。

新着ＣＤ
クラシック 『コンチェルタンテ！』 B/ﾀ

釧路市立美術館
展覧会のおしらせ

クラシック 『ベスト・オブ・ベスト ショパン名曲集』 F/ｼ
クラシック 『シェイクスピア・ソングス』 I/ｼ
ジャズ 『トリオ’６４ ビル・エヴァンス・トリオ』 J/ﾋ
ポップス 『平成ＨＩＴＳ ａｖｅｘ』 L/ﾍ
世界の音楽 『インドカレー屋のＢＧＭ 決定版』 N/ｲ
子ども向け 『ほわっとココロがあったまる おとなもすきなこどもたちのうた』 O/ﾎ
洋楽 『ケルティック・ウーマン セレブレーション～音楽と魔法の１５年』 K/ｳ
落語 『想い出の昭和漫才［澤田隆治・選］ 西』 Q/ｵ
その他 『音楽畑 オーサーズベストプレミアム』 Z/ｵ

【ミニ企画】 羽生輝展
日時：11/20(土)～12/12(日)
10:00～17:00
休館日：月曜日
料金：一般 140 円 （大学生以下無料）
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１２月の行事カレンダー
月

火

水

木

金

土

日

１

２

３

４

５
文学館

対面
対面

６

７

11：00～11：30

14：30～15：00

８

９

１０

11：00～11：30

文学館

対面

１４

１５

１６

１７

休館日
２１

２２

14：30～15：00

２３

対面

文学館

２４

朗読会
13：00～13：30

11：00～11：30

２５

２６

休館日
対面

２８

２９

休館日

３０

３１

年末年始の休館

今月の上映作品紹介
3 日（金），4 日（土）

クリスマスおはなし会
1１：00～1２：00

（資料整理日)

14：30～15：00

おはなし会

１９

11：00～11：30

休館日
２７

１８
対面

対面

２０

釧路高専公開講座
13：00～1６：１0

11：00～11：30

11：00～11：30

14：30～15：00

上映会
13：00～

１２

対面

１３

みっちょの川柳教室
13：00～1５：０0

１１

休館日

表示マーク

12/29(水)～1/3(月)

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
26 日（日）
懐かしの釧路上映会

10 日（金），11 日（土）

17 日（金），18 日（土）

25 日（土）

「CATS」

「一命」

「誰が為に鐘は鳴る」

洋画（ミュージカル）/アメリカ

邦画（時代劇）/日本

洋画（人間ドラマ）/アメリカ

「サンタクロースに
なった少年」

「イランカラプテ
くしろさっぽろ国体」

洋画（人間ドラマ）/フィンランド

2019 年/110 分

2011 年/127 分

1943 年/170 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：日本語

記録映像（郷土資料）/33 分

白猫ヴィクトリアが迷い込んだロンドンの

江戸時代初頭、浪人たちの間では「狂

内乱のスペインに赴き、渓谷にかかる

家族を失ったニコラスを、村人達が 1

片隅のゴミ捨て場。出会ったのは、

言切腹」が流行。ある日、名門・井伊

敵の橋梁を爆破するという大きな任務

年交代で世話をする。毎年クリスマス

平成３１年（２０１９年）1 月に開催され

個性豊かなジェリクルキャッツたち。新

家の門前に切腹を願い出る浪人・津

を担った大学講師ロバートと、最前線

は、新しい家族の元へ移る日。彼は

た第７４回国民体育大会冬季大会の

しい人生を生きることを許される、たっ

雲半四郎が現われる。家老・斎藤

の山にこもるゲリラ。ゲリラ達に匿われ

イブの晩、世話になった家の子供達に

中で、釧路で実施されたスケート競技

た一匹の猫が選ばれる特別な夜が訪

勘解由は、同様に切腹を願い出た

ていた美しい娘マリアとロバートは恋に

手作りの玩具を贈り続けた。

会・アイスホッケー競技会の記録。

れる。 （みんなでシネマ上映会）

若浪人の無様な最期を語るが…

おちる…。

サンタクロース誕生秘話。

2007 年/80 分

音声：日本語，字幕：なし

音声：日本語，字幕：日本語

図書館バス巡回日程（12 月～1 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

12月
7

1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

7・21 4・18

はしどい学園
どうえいしんふじだんち

第2 水 道営新富士団地
ほしがうらろうじんふくし

と

13：30 ～ 14：10

1・15 5・19
14：30 ～ 15：10

星が浦老人福祉センター
おたのしけふじた

第4
木

13：30 ～ 14：10

2・16 6・20

3・17 7・21

おたのしけしょうがっこう

はるとりししょ

金
13：30 ～ 14：10

大楽毛藤田ストア
大楽毛小学校

14：30 ～ 15：10

14：30 ～ 15：10

バスのとまるところ
かすがこうえん

18(第3火)

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

12月

1月

13：30～14：10

14・28 11・25
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：00
14：10 ～ 14：40

8・22 12・26

15：00 ～ 15：30
13：30 ～ 14：10

9・23 13・27
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10

10・24 14・28
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。

