
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

資料検索 

 

 

 

釧路市中央図書館 

■釧路市中央図書館・釧路文学館 

蔵書点検による臨時休館のおしらせ■ 
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（釧路文学館・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。地区図書館・音別町ふれあい図書館・阿寒町公民館図

書室は通常通り開館しておりますのでご利用ください。 

@kushiro_lib 

７階 多目的ホール 

 ●釧路文学館マンスリー朗読会（要申込） 

２月２７日（日） １３：００～１３：３０ 

釧路市の図書館で借りたい図書等をご自宅にお届けす

るサービス（有料）です。 

 

≪利用対象≫ 

  釧路市および釧路管内在住者 

  ※釧路市の図書館の利用者カードをお持ちでない方

は、利用者カードの登録をお願いします。 
 

≪貸出・返却≫ 

  申込窓口は、「釧路市中央図書館」です。 

  窓口・電話・FAX・メールでお申し込みください。 
 

  返却は、貸出期間内に、郵送（元払い）・各図書館へ

の返却・返却ポストへの返却のいずれかでお願いし

ます。 
 

≪送料≫ 

  全額利用者負担（片道８１０円～） 

  ※片道のみのご利用も可 
 

≪申込み・問合せ≫ 

  釧路市中央図書館 
  電話：64-1740  ＦＡＸ：64-1741 

  メール：info@kushirolibrary.jp 

 

詳細は、ホームページ、館内ポスターをご覧ください。 

第 177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 
 

郵送での図書等貸出･返却サービス

（費用ご利用者負担）のお知らせ 

まん延防止等重点措置の適用に伴う 

釧路市中央図書館および地区館の対応について 
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まん延防止等重点措置の適用期間は、次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】 館内飲食禁止・ラウンジの閉鎖 

個人学習室の座席数減 

            各種イベント・上映会・おはなし会の中止または延期 

皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため長時

間のご利用はお控えくださいますようお願いいたします。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ご提示いただくか、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

は、ぜひマスクを着用し、エレベーター前に設置しておりますアルコール

消毒液で手指消毒をお願いいたします。 
 

詳細は文学館だよりをご覧ください 

５階 展示 

釧路市中央図書館だより ２月号  

●資料展「釧路湿原を再生するために 今、行われていること」 
２月１日(火)～３月２４日(木) ９：３０～１９：３０ 

■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♪』 

シゲリさんの絵本『だれのパンツ？』にちなんだワークショッ

プです。シゲリさんと楽しい時間を一緒に過ごしませんか。

ワークショップの後には、絵本の販売とサイン会を予定して

います。 

日時：３月６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 

        
延期となりました 

中止となりました 

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
mailto:info@kushirolibrary.jp
http://kushirolibrary.jp/


「矢印」 

松尾 スズキ｜文藝春秋 

2021.11 

 

放送作家の見習いである「俺」は、

長年慕っていた大酒飲みの師匠を

自殺で亡くした。失意に陥るなかで

偶然出会っただけの女性・スミレに

結婚を申し込み、二人は結ばれるが

やがて酒に溺れるようになっていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「世界のサラダ図鑑」 

佐藤 政人｜誠文堂新光社 

2021.11 

 

世界には、日本人の知らないサダラが

たくさん存在する。サヤインゲンとジャ

ガイモの温かいサラダ、ホウレン草とイ

チゴのサラダなど、それぞれの地域の

風土や伝統を色濃く反映したご当地サ

ラダを、レシピ付きで紹介する。 

文学・小説 

郷土資料 

「裁かれた絵師たち」 

五十嵐 公一｜吉川弘文館

2021.12 

 

遺産相続、借金返済、詐欺…。 

江戸時代初期に京都画壇の絵師

たちが巻き込まれた裁判を検証し、

現在の感覚とは異なる法理念や刑

罰の実態に迫る。そのうえで、当時

の法が絵師たちの生涯と画業に与

えた影響を考察する。 

「李王家の縁談」 

林 真理子｜文藝春秋｜2021.11 

                

最後の佐賀藩主・鍋島直大の次女 

梨本宮伊都子は、裕仁殿下の妃の

座は到底望めない娘の方子の為、

新しい相手を見つけるべく婿探しに

奔走するが、ふさわしい人物は中々

現れない。こうして最後にまとまった

方子の嫁ぎ先は、朝鮮最後の王朝・

李王家の王子である李王垠だった。 

 

 

「夜のイチジクの木の上で」 

中林 雅 | 京都大学学術出版会 

2021.10 

 

夜の熱帯雨林、樹上数十メートルの

枝でイチジクの実を貪り食うシベット。

彼らはなぜ果実にこだわるのか? 不

思議な動物シベットに魅せられた著

者による追跡の実録。4番目となる

この本のシリーズ「新・動物記」、次

回もお楽しみに！ 

「日本画家羽生輝 

悠久の岬を望む」 

羽生 輝  

藤田印刷エクセレントブックス

2021.10 

 

北海道の釧路を拠点に北国の風景

を見つめ描き続けてきた日本画家・

羽生輝。その初期から近年に至る

代表作を収録。 

(貸出可能資料あり) 

「フェイクニュースの生態系」 

藤代 裕之｜青弓社｜2021.9 

 

フェイクニュースとは「本物のニュー

スを装った情報」で、デマ、陰謀論、

うわさ、誤報などを指している。目新

しく感情を刺激するからこそ人はフ

ェイクニュースにだまされ、ニュース

の生態系に情報汚染が広がる。情

報の汚染の中で私たちはどう生きて

いくか…？ 

実用書 

「現代生活独習ノート」 

津村 記久子｜講談社 

2021.11 

 

毎週予約で偶然録画された興味の

無い番組なのに、延々と見てしまう。 

一台の冷蔵庫を巡る陣取り合戦が、

母と私と娘によって繰り広げられる。 

ロバの配達員に、水道のみかん化。 

肩の力がスッと抜けるようなひと時が

詰まった、SFチックな日常短編集。 
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新着資料のご紹介  

実用書 

「工藤ノリコＢＯＯＫ」 

工藤 ノリコ｜玄光社｜2021.10 

 

絵本作家・マンガ家の工藤ノリコの

作品集。主な作品の中から著者自

身のお気に入りの場面を紹介する

ほか、作品の制作過程、島田ゆか

との対談、旅日記&イラストレーショ

ンなどを収録する。新しい作品を加

えた増補改訂版。 



「おいしいあまもり」 

はっとり ひろき 作 

ニコモ｜2021.10 

 

今日は大雨。ひとりで部屋にいると、天

井から雨が落ちてきた。でも今日はそ

れだけじゃない。お米やたまごも落ちて

きた。「だいすきな 

ウインナーでもお 

ちてこないかな」と 

思っていると…。 

「ジャノメ」 

戸森 しるこ 作 

静山社｜2021.10 

 

1年目の夏、山の上動物園のメスクジ

ャクは少年と出会った。3年目の夏、 

1羽とひとりでボール遊びをした。5年

目の夏、メスクジャクは 

待っていた…。成長の 

痛みと愛を描いた 1羽 

の鳥と少年の物語。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
「しれっと逃げ出すための本。」 

ヨシダ ナギ 作 

PHP研究所｜2021.9 

 

「逃げること」は自分を守ること、自分

の中にある幸せと向き合うこと。集団

生活、受験、就活など自分が不向き

だと感じた全てのもの 

から逃げてきた作者 

が、嫌なことから「し 

れっと」逃げ出す方 

法をゆるく伝える。 

クラシック 『プロコフィエフ ピアノ協奏曲全集他』 D/ﾌ 

クラシック 『ＳＨＩＮＹＡ  ＫＩＹＯＺＵＫＡ ｃｏｎｎｅｃｔ』 F/ﾊ 

クラシック 『ニューイヤー・コンサート２０２１』 I/ﾆ/'21 

ジャズ 『ザ・ロスト・アルバム』 J/ｺ 

邦楽 『祝いのおと  琴』 M/ｲ 

子ども向け 『平成仮面ライダー２０作品記念ベスト ＮＯＮ‐ＳＴＯＰ ＭＩＸ』 O/ﾍ 

落語 『古今亭志ん朝  二朝会 火事息子、妾馬』 Q/ｺ/5 

落語 『古今亭志ん朝  二朝会 子は鎹、五人廻し』 Q/ｺ/7 

朗読 『ことのは出版  冬の月』 R/ﾊ 

その他 『オーケストラと和楽器による日本の旋律』 Z/ｵ 

釧路市立美術館展覧会のおしらせ 

「あんしんえほん」 

高濱 正伸 監修 林 ユミ 絵 

日本図書センター｜2021.9 

 

病気・事故・犯罪など、身近な危険か

ら「自分を守れる子」になるための 42

の習慣を紹介した、親子で読みたいし

つけの絵本。できた 

ことにチェックを付け 

る「おやくそくリスト」も 

収録。 

ティーンズ 

「ポッポポーン」 

たまむら さちこ 作 

白泉社｜2021.9 

 

あおぞらぐみの今日のおやつは、先生

が目の前でつくるポップコーン。みんな

で楽しく食べたあと、お皿に残っていた

のは、不思議な色と 

形の「たね」。それを 

植えてみたら…。 

【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） 

「みんなのいちにち」 

たけうち ちひろ 作 

アリス館｜2021.11 

 

朝 6時。おさんぽに行く人もいれば、ま

だ寝ている人もいる。みんなの一日は人

それぞれ。パン屋さん、 

床屋さん、絵描きのお 

ねえさんの一日はどん 

なかな。みんなの一日 

を見てみよう！ 

新着ＣＤ  
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児童書 
 

新着資料のご紹介  

しらべもの 児童書 

休館日：月曜日 

【コレクション展】 ヒトのかたち 

日時：2/19(土)～3/20(日) 10:00～17:00 

休館日：月曜日 

料金：一般 140円 （大学生以下無料） 

第６９回 釧路郷土作家展 

【美術部門】2/19(土）～27（日） 

【書・写真部門】3/12(土）〜20(日） 

いずれも 10:00～17:00 

★各部門最終日は 16:00まで 



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       

 

２月の行事カレンダー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図書館バス巡回日程（２月～３月） 

休館日 

対面 

休館日 

休館日 

（資料整理日) 
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まん延防止等重点措置の適用期間（３月６日までの予定）

は、おはなし会・上映会を中止いたします。 

７階個人視聴ブースでは、ＣＤ・ＤＶＤの視聴が可能です

が、適用期間内は、おひとり１作品のみの視聴とさせてい

ただきます。マスクをつけて視聴いただきますようお願い

いたします。 

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。 

蔵書点検による臨時休館 2/12～18 

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 2月 3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 1 8(第2火)

火 1 1・15

水

金 4 4・18

2 2・16

木 3 3・17

13：30～14：10

11・25 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 2月 3月

火 8・22 8・22

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 9・23 9・23

木 10・24 10・24

金

 


