
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

７階 展示室 ７階 多目的ホール 

●福 BOOK・福引のおしらせ● 
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。 

     

 福引 ３点借りるごとに１回引けます。 
日時：令和４年１月４日（火） １０：００～１５：００ 

場所：中央図書館４階  

クジがなくなり次第、終了します。 

●釧路文学館マンスリー朗読会（要申込） 

１月３０日（日） １３：００～１３：３０  

■釧路市中央図書館 蔵書点検のおしらせ■ 
釧路市中央図書館では、全ての蔵書を確認するための 

蔵書点検作業を行います。 

そのため、２月１２日(土)～１８日(金)まで休館 
いたします（図書館バスもお休みです）。休館中も道銀ビル 

北側の返却ポストはご利用いただけますので、本の返却は 

そちらをご利用ください。CDや市外から借りた資料は、 

ポストでは返却できませんので開館してからご返却ください。 

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。 
 

◆冬のおはなし会のおしらせ◆ 
楽しいおはなしがもりだくさん。大人も子どももいっしょに 

楽しんでください。申込不要・出入り自由です！ 

日時：１月１０日(月・祝) １１：００～１２：００ 

場所：７階多目的ホール 

 

資料検索 

●歌集を読む 

～歌界の変遷と歌集を読み解く～（要申込） 

１月９日（日） １３：００～１４：３０  

 

 

 

釧路市中央図書館 @kushiro_lib 

令和４年１月１１日（火）から、図書館バスの運行お

よび皆様の安全を考慮し天候等悪化による 

 ①釧路市釧路地区小学校の臨時休校時 

 ②警報等の発令時 

 （運行時間帯に悪天候が予想される場合も含む） 

には、図書館バスを運休いたします。 

運休の決定は、当日午前１０時までに、図書館の 

ホームページ、ＳＮＳ等でお知らせいたします。それら

で確認できない場合は、釧路市中央図書館へお問

合せください。 

 

≪図書館バスが運休した場合≫ 

 ‣返却、予約本の受取りは、次回巡回日です。 

図書館バスが運休になる場合は、対象者の

方には事前にご連絡いたします。 
 

なお、災害等で図書館バスの運行に支障をきたす

場合に急きょ運休する場合もあります。 

ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承ください。 

悪天候時等における 

図書館バスの運休について 
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今年もよろしくお願いいたします 

●釧路演劇集団・朗読劇 

１月１６日（日） ①１４：００～１４：４５ 

          ②１５：３０～１６：１５ 

定員：各５０人（先着順） 

主催：釧路演劇集団 

第 176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 
 

釧路市中央図書館だより １月号  

●嵯峨美津江さん追悼パネル展 

１２月２５日(土)～１月１６日（日） 

９：３０～１９：３０ 

※最終日は１８：００まで 

●山男 高崎隆と海外登山紹介 

１月２２日（土） １６：００～１８：００ 

定員：５０人（先着順） 

主催：釧路山岳連盟 

７階 グループ学習室１ 

●認知症に関する相談会 

１月１９日（水）  

１３：００～１６：００ 

主催：釧路市福祉部介護高齢課 

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/


「歌の終わりは海」 

森 博嗣｜講談社｜2021.10 

 

探偵・小川の元に依頼が舞い込む。

その内容は夫の浮気調査だったが、

ターゲットは著名な作詞家である、

大日向慎太郎だった。これといった

手がかりも見つからないまま監視が

続けられていた矢先、自殺にしては

不可解な首吊り死体が発見された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文学・小説 

郷土資料 
「藤井恵の毎日大豆」 

藤井 恵｜主婦の友社｜2021.11 

 

食物繊維とたんぱく質が豊富な大豆の

栄養を余すことなく食べられる「大豆

氷」と「蒸しゆで大豆」。豆を水に浸して

からペースト状にして凍らせる大豆氷

と、少ない水で蒸すようにゆでる蒸しゆ

で大豆を使ったレシピを紹介します。 

「天才少年棋士を育てた杉本師匠！

将棋の「しょ」の字も知らない私を、 

将棋ができるようにしてください！！」 

杉本  昌隆/著 

ソレイユ出版｜2021.10 

藤井聡太二冠の師匠としても知

られる杉本昌隆八段が、将棋の

ことが何もわからない編集者をや

さしく指導。そのようすを、そっくり

そのまま紙上に再現する。超がつ

くほどの初心者でも将棋ができる

ようになる入門書。 

「366日の誕生鳥辞典」 

 小宮 輝之/著 倉内 渚/絵 

いろは出版｜2021.10 

 

1年間、366日の誕生鳥をイラス

トで紹介。姿、形、色、しぐさ、習

性…その魅力は鳥それぞれ。自

分の誕生日の鳥の物語を知り個

性豊かな鳥たちを身近に感じるこ

とができる一冊。あなたの誕生鳥

はどんな鳥でしたか？？ 

「現代語で読む蝦夷島奇観 

アイヌ絵文献 続」 

的場 光昭 | 展転社 | 2021.10 

 

アイヌ本来の文化を知る上で最も重

要な文献である村上島之丞の「蝦

夷島奇観」の原画(文)、解説、考察

などを収録。アイヌ文化や歴史、和

人との関わりを掘り下げ、アイヌ先住

民族説の真実に迫る。 

(貸出可能資料あり) 

 

「真・慶安太平記」 

真保 裕一｜講談社｜2021.10 

                

三代将軍・徳川家光が治めていた

江戸の世。市中には無理な改易で

主家を失った牢人があふれていた。

家光の異母弟で後の会津藩藩主の

保科正之は、幕府を陰で支えながら

出自を笠に着ることなく、上手く渡り

歩いていた。そんな折、江戸の町に

「由井正雪」なる兵法者が現れた。 

 

 

 
「おとなのプログラミング入門」 

ジャムハウス編集部 

ジャムハウス | 2021.8 

 

プログラミング能力は究極の段取り

力！小学校で必修になったプログラ

ミングは論理的思考を鍛えます。あ

なたもコマンド(命令)を書いてみま

せんか？大きな文字でカラフルなこ

の本がやさしくご案内します。 

 

「打ち返す力」 

水谷 隼 | 講談社 | 2021.9 

 

技術はもちろん、心理戦、メンタルの

要素が強くモノを言う卓球。東京オリ

ンピック金メダリスト・水谷隼が、競技

を通じて得た経験と卓球哲学を語

り、仕事や学業、目の前の課題を

「打ち返す力」を身につけるためのヒ

ントを示す。 

実用書 

「あの春がゆき この夏がきて」 

乙川 優三郎｜徳間書店 

2021.10 

 

戦災孤児として生きていた神木は、

一人の画家に拾われ養子となった。

養父の死後は装幀家として生計を

立て孤独に暮らしていたが、一方で

多くの女性と出逢い、別れていた。

やがて晩年を迎えると、神木は心の

赴くまま美しい本を追い求めていた。 
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新着資料のご紹介  

実用書 



「おすしがすきすぎて」 

サトシン 作 田中 六大 絵 

学研プラス｜2021.10 

 

ぼくの頭のなかは、おすしのことばか

り。おすしのダジャレを連発したり、魚を

見ればおすしを思い 

浮かべたり。将来の夢 

はもちろんすし職人。 

おすしが大好きなぼくの 

爆笑妄想ストーリー。 

「めいたんていサムくんと 

なぞの地図」 

那須 正幹 作 はた こうしろう 絵 

童心社｜2021.10 

 

サムくんが拾った古い地図。そこに書

かれていたのは、不思議な記号と漢

字。サムくんたち、 

子どもたんてい団は、 

地図のなぞを解き 

明かすことができ 

るのか!?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ティーンズ 

「ひよこはにげます」 

五味 太郎 作 

福音館書店｜2021.10 

 

家から逃げ出したひよこたちは、さまざ

まな経験をしながらどこまでも逃げ、た

どり着いたのは? 転がるように駆ける 

ひよこたちの疾走感 

が心地よい、シンプ 

ルで楽しい絵本。 

「ぼくの！わたしの！いや、おれの！」 

アヌスカ アレプス 作 ふしみ みさを 訳 

BL出版｜2021.10 

 

くだものが大好きな 5頭のゾウ。それぞ

れくだものを取ろうとしますが、うまくいき

ません。そんなとき、 

5匹のネズミが協力 

してくだものを取って 

いったのを見て…。 
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児童書 
 

新着資料のご紹介  

「タフィー」 

サラ クロッサン 作 三辺 律子 訳 

岩波書店｜2021.10 

 

父さんの暴力から逃れ、家を出たアリ

ソン。古い家の納屋に身を隠すが、

家主のマーラという老女に見つかっ

てしまう。認知症のマーラは、彼女を

昔の友人と間違えて 

いるようで…。ふたり 

で暮らした日々を描 

く、再生の詩物語。 

しらべもの 

クラシック 『ヤナーチェク  シンフォニエッタ』 B/ﾔ 

クラシック 『ｒｅＢＵＩＬＤ  大井  健』 F/ｵ 

クラシック 『冬－Ｗｉｎｔｅｒ－ まるごと！ クロード』 I/ﾌ 

ジャズ 『スウィート・クリスマス・ジャズ ビル』 J/ｽ 

ポップス 『ＺＡＲＤ  Ｆｏｒｅｖｅｒ  Ｂｅｓｔ ２５ｔｈ  Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ』 L/ｻ 

民謡 『ザ・民謡ベスト  北海道・青森編』 M/ｻ 

世界の音楽 『ロシアのうた カチューシャ・百万本のバラ』 N/ﾛ 

子ども向け 『クリスマス・ソングス ベスト  オブ  ベスト』 O/ｸ 

落語 『古今亭志ん朝  二朝会 試し酒、文違い』 Q/ｺ/2 

落語 『古今亭志ん朝  二朝会 蛙茶番、黄金餅』 Q/ｺ/4 

釧路市立美術館 

展覧会のおしらせ 

「自然を再生させた 

イエローストーンのオオカミたち」 

キャサリン バー 文 ジェニ デズモンド 絵 

化学同人｜2021.10 

 

オオカミがいなくなり、生態系が崩壊し

たイエローストーン国立公園。時がた

ち、政府と専門家が話し合い、オオカ

ミを再度放つことが 

決まり…。オオカミが 

復活させた再自然化 

の物語。 

【コレクション展】 名品選＋新収蔵品展 

日時：1/4(火)～2/6(日) 

10:00～17:00 

休館日：月曜日 

料金：一般 140円 （大学生以下無料） 

児童書 

新着ＣＤ  



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 

２４/３１ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

 

１月の行事カレンダー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

休館日 

図書館バス巡回日程（１月～２月） 

14：30～15：00 
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14：30～15：00 11：00～11：30 

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。 

11：00～11：30 

対面 

対面 

休館日 

対面 

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

第1

と

第3

じ　　か　　ん

時　　　間 1月 2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 18(第3火) 1

火 4・18 1

水

金 7・21 4

5・19 2

木 6・20 3

13：30～14：10

14・28 11・25

　　※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 1月 2月

火 11・25 8・22

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 12・26 9・23

木 13・27 10・24

金

年始の休館 ～1/3(月) 

休館日 

（資料整理日) 

7 日（金），8 日（土） 
10 日（月） 
祝日上映会 

14 日（金），15 日（土） 21 日（金），22 日（土）         29 日（土）          

「フォレスト・ガンプ  

一期一会」 
洋画（人間ドラマ）/アメリカ 

1994 年/142 分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「恐竜超伝説 

劇場版ダーウィンが来た!」 
アニメーション（自然）/日本 

2020 年/86 分 

音声：日本語，字幕：なし 

「メン・イン・ブラック 2」 
洋画（SF）/アメリカ 

2002 年/88 分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「search」 
洋画（人間ドラマ）/アメリカ 

2018 年/102 分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「Little DJ   
 小さな恋の物語」 

邦画（人間ドラマ）/128 分 

音声：日本語，字幕：なし 

母子家庭で育ったフォレスト・ガンプ

は、知能指数は人に劣るものの、並外

れた足の速さと誠実な人柄の持ち主。

激動の中、俊足と優しさで周囲の人達

を助け、また自身も助けられながら、

彼は波乱に富んだ人生を駆け抜ける。

（みんなでシネマ上映会） 

NHK の VFX チームとトップクリエイター

が共同で作り上げてきた超リアルな  

恐竜映像を厳選。最新研究から   

明らかになった全く新しい恐竜世界を     

紹介。 

J は今やＭＩＢのエリート捜査官。そんな

彼の前に超セクシーエイリアンが現れ、

ＭＩＢ本部を占拠。 ひとり助かったＪが

頼れるのは、現在は郵便局長として働

く元相棒のＫだけ。あのノリ・あの奇跡、

再び！（みんなでシネマ上映会） 

忽然と姿を消した女子高生マーゴット。

娘の無事を信じる父デビッドは、ＰＣに

ログインしＳＮＳにアクセスを試みる。 

そこに映し出されたのは、いつもとは  

まるで別人の、自分の知らない娘の姿

だった。（みんなでシネマ上映会） 

１９７７年、函館。太郎は野球の試合の

途中で倒れ、入院することに。先生に

院内放送のＤＪをすることを提案され、

太郎は番組を通して送った言葉や   

音楽が人々へ届く喜びを体験し、    

すっかりのめりこんでいくが…。 

 

休館日 

14：30～15：00 

対面 

対面 

対面 

歌集を読む 

13：00～14：30 

文学館 

冬のおはなし会 

1１：00～1２：00 

11：00～11：30 

福 BOOK 

福引 
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