
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

資料検索 

 

 

 

釧路市中央図書館 @kushiro_lib 

７階 多目的ホール 

●ジスイズ朗読会×くしろ読書会 

有島武郎「生れ出づる悩み」を読む（要申込） 

３月２７日（日） １３：００～１５：００ 

第 178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。 

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 
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まん延防止等重点措置の延長に伴う 

釧路市中央図書館・文学館および地区館の対応について 

 

 
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 

釧路市中央図書館だより ３月号  

７階 展示室 

●釧路市障がい者芸術作品展 北大通特別展示 
３月１２日(土)～１８日(金) ９：３０～１９：３０ 

                 ※最終日は１６：００まで 

■絵本作家シゲリカツヒコさんワークショップ 

延期のお知らせ■ 
３月６日（日）に予定しておりましたシゲリカツヒコさんのワー

クショップは、まん延防止等重点措置の期間延長に伴い、

残念ながら延期となりました。延期日程が決まり次第、告

知いたします。 

■『メンドリと赤いてぶくろ』絵本パネル展■ 
安東 みきえ・作、村尾 亘・絵 『メンドリと赤いてぶくろ』

（KADOKAWA 2021.11）の絵本パネル展を開催します。 

メンドリとてぶくろが本当の自分を見つける物語、ぜひじっく

りとご覧ください。 

 日程：３月１日（火）～３月２４日（木） ９：３０～１９：３０ 

 場所：中央図書館 ４階 

■資料展「釧路湿原を再生するために 

今、行われていること」■ 
釧路湿原自然再生協議会よりいただいた資料とともに、 

現在の活動をポスターで紹介しています。 

 日程：～３月２４日（木） ９：３０～１９：３０ 

 場所：中央図書館 ５階 

●有島記念館出張講座 

「有島武郎と北海道、そして有島記念館」（要申込） 

３月２０日（日） １３：３０～１５：００ 

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/
mailto:info@kushirolibrary.jp


「東京マッハ」 

千野 帽子 他｜晶文社 

2021.12 

 

千野帽子ほか三名から構成された

「東京マッハ」は、誰でも参加可能な

何でもありの公開ライブ句会である。

俳句そして言葉そのものをテーマに

毎回ゲストを交えて繰り広げられる、

熱く鋭く面白い議論が遂に書籍化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文学・小説 

「はじめてでも美味しく 

         作れるロシア料理」 

ヴィタリ ユシュマノフ | 世界文化社 

2021.12 

 

ボルシチ、ビーツとにんにくのサラダ、ヴ

ォルガ風の魚メンチカツ…。料理が好

きなロシア・サンクトペテルブルク生ま

れのバリトン歌手が、スーパーの食材で

作れるロシア料理 44品を、プロセス写

真でていねいに教えます。 

郷土資料 

「変形菌ミクソヴァース」 

増井 真那｜集英社｜2021.12 

 

5 歳のとき不思議で謎めいた「変形

菌」の魅力に取りつかれ、常にこの

美しく不思議な生き物を探し求め

た。日々営まれる逞しく多様な生命

のドラマ。20 歳の変形菌研究者

が、小さな生き物のダイナミックな

生態をいきいきと語る。 

 

「黄金旅程」 

馳 星周｜集英社｜2021.12 

                

北海道の浦河町で養老牧場を営む

平野敬は、夢だった騎手にはなれず

装蹄師として働いていた。あるとき、

幼馴染の亮介が突然やって来る。

一流の騎手でありながら覚せい剤に

手を出して前科を背負った亮介に、

敬はひどく手を焼くが、確かな才能を

秘めた一頭の馬の調教助手に誘う。 

 

 

 

 

 

「楽しい地層図鑑」 

小白井 亮一｜草思社｜2021.11 

 

地層はどうできる? 年代はなぜ

わかる? なぜシマシマに? 地層

の素朴な疑問から、大地の成り

立ちまで、日本全国の地層や 

化石の美しい写真約 240 点を 

使ってわかりやすく解説する。地

層の面白さを伝える入門図鑑。 

「日米貿易を切り拓いた男」 

森村 悦子｜東洋経済新報社

2021.11 

 

世界最大級のセラミックス企業集

団、森村グループを生んだ立役者

の一人で、日米貿易の先駆者とな

った森村豊。その足跡をたどり、実

業家としての面だけでなく、人間とし

ての姿にも迫る。 

「黒いダイヤの輝き」 

秋葉令奈×半熟 BLOOD 

石田製本｜2021.10 

 

釧路出身のクリエイティブアイドル、

秋葉令奈(通称・れなち)らが作成し

た、釧路が舞台の絵本。かつて釧

路を走っていた釧路臨港鉄道に想

いをのせて…。 

釧路臨港鉄道応援ソングも必聴！ 

 (4Fに貸出可能資料あり) 

実用書 
「いつか死ぬ、それまで生きる 

わたしのお経」 

伊藤 比呂美｜朝日新聞出版

2021.10 

 

詩人の著者がカリフォルニアで「自

然のめぐりと、一切の衆生の生き死

にが重なっていること、生きるって、

死ぬってこういうことか」と発見して

いった日々について語る。お経の現

代語訳も紹介する。 

「生を祝う」 

李 琴峰｜朝日新聞出版 

2021.12 

 

近未来。出生の意思を胎児自らが

決定する「合意出生制度」の確立で

人類は生死の完全な自己決定権を

手に入れた。例え罪を犯しても己の

願いを優先するか、我が子の意思を

尊重するか。パートナーとの子どもを

宿す彩華にも決断が迫られていた。 
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新着資料のご紹介  

実用書 



「こおりのむこうに」 

かじり みな子 作 

偕成社｜2021.12 

 

北の山はいま、冬のさなか。夏に生ま

れた弟のピントパットくんの調子がよくな

いので、そりに荷物を積んで、家族で

病院へ…。雪と氷の世界を舞台に、 

うさぎの家族 

のくらしを描く。 

「ぼくんちのねこのはなし」 

いとう みく 作 

くもん出版｜2021.12 

 

ねこのことらは 16歳。ぼくが生まれる

前から、うちの家族だった。最近様子

がおかしくて、病院につれていったら、

「治らない病気です」って言われた。 

ことら、死んじゃうの 

かな。そんな日、ず 

っと来なければいい 

のに…。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
「そもそも英語ってなに？」 

里中 哲彦 著 

現代書館｜2021.11 

 

「英語はいつ、どこで産声をあげた?」

「どんな人が伸びる?」など、学習者の

疑問をズバッと解決。中学生や高校

生、大学生に向けて、英語に対する

心構えと伝わる英語 

のための学習法をや 

さしく教える。 

ティーンズ 

クラシック 『アルフレッド・リード自作自演集』 C/ﾘ 

クラシック 『小林愛実／ショパン：前奏曲集  他』 F/ｼ 

ジャズ 『サイコブレイク  ＡＤＡＭ ａｔ ＡＤＡＭ』 J/ｱ 

ポップス 『ザ・ベスト・オブ・ゴールデン・ベスト 80’s』 L/ｻ 

世界の音楽 『Ｉｎｖｅｒｎｏ（インヴェルノ） イタリアの冬』 N/ｲ/3 

子ども向け 『君の魔法 たにぞうが選ぶ卒園ソング』 O/ｷ 

落語 『古今亭志ん朝  二朝会 狸賽、らくだ』 Q/ｺ/9 

落語 『古今亭志ん朝  二朝会 幾代餅、稽古屋』 Q/ｺ/11 

その他 『癒しの森～こころをいやす音楽』 Z/ｲ 

その他 『情熱大陸 葉加瀬太郎ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ』 Z/ｼ 

 

「おつきさまのスープ」 

野中 柊 文 木原 未沙紀 絵 

くもん出版｜2021.12 

 

クロロは夜になると、ときどき、姿が見え

なくなってしまう不思議な猫。今日もク

ロロの誕生日パーティーのさなかに、す

うっと消えてしまい…。 

黒猫の男の子の摩訶 

不思議な誕生日を描 

いた物語。 

「かめれおんせん」 

林 木林 作 喜湯本 のづみ 絵 

ひさかたチャイルド｜2021.12 

 

森の中にひっそりと、ふしぎな温泉が湧

いています。動物たちがやってきて、お

湯のなかに入ると色が変わりました。み

んなでいっしょに入る 

と…。楽しい言葉遊び 

が散りばめられた温泉 

絵本。 

釧路市立美術館 

展覧会のおしらせ 
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「まるごとたまねぎ」 

八田 尚子 構成・文 

絵本塾出版｜2021.12 

 

世界中で栽培されているたまねぎは、

メインの食材にはなりにくいけれど、な

くてはならない大切な野菜。たまねぎ

の歴史や栽培方法、サイエンス、料

理などを、絵ととも 

にわかりやすく紹介 

します。 

児童書 
 

新着資料のご紹介  

新着ＣＤ  

しらべもの 

休館日：月曜日 

児童書 

【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 

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 ２９ ３０ ３１    

 

３月の行事カレンダー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11：00～11：30 

朗読会・読書会 

13：00～15：00 

文学館 

時間：１３：００～ 場所：７階多目的ホール 

座席数：５０席 
今月の上映作品紹介 

対面 

休館日 

図書館バス巡回日程（３月～４月） 

14：30～15：00 
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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。 

対面 

休館日 

11 日（金），12 日（土） 18 日（金），19 日（土） 
２１日（月） 

祝日上映会          
２６日（土） 

「上を向いて歩こう」 
邦画（人間ドラマ）/日本 

1962 年/91 分 

音声：日本語，字幕：なし 

「テイラー オブ パナマ」 
洋画（アクション）/アメリカ 

2001 年/110 分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「ブラウン神父の事件簿 

Vol.7」 
ドラマ（ミステリー）/イギリス 

2014 年/99 分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「ロイヤルコーギー 

レックスの大冒険」 
アニメーション（ドラマ）/ベルギー 

2019 年/85 分 

音声：日本語，字幕：日本語 

１９６２年、東京オリンピック前夜の東

京を舞台に、若さゆえ、傷つき、悩み

ながらも、ポジティブに前を向いて生き

ていこうとする、若者たちの姿を描く、

青春群像映画。（みんなでシネマ上映会） 

海上交通の拠点・パナマ運河を舞台

に、1 人の仕立て屋の「情報」から巻き

起こる国際的「事件」を想像力豊かに

描いた、知的スリル満点のスパイ・ムー

ビー。  （みんなでシネマ上映会） 

ブラウン神父が活躍する世界的    

ミステリー。  

「プライド家のプライド」 

「絞首台の影」  

※2 話収録のため、各話にオープニン

グ、エンディングが流れます。                                              

バッキンガム宮殿に住むレックスは、 

エリザベス女王のトップドッグとして、贅

沢でわがまま放題。ある日、晩餐会を

台無しにしてしまったレックスは、仲間

のチャーリーとともに宮殿を抜け出す。 

 

休館日 

14：30～15：00 

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 3月 4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 8(第2火) 12(第2火)

火 1・15 5・19

水

金 4・18 1・15

2・16 6・20

木 3・17 7・21

11・25 8・22

　　※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。

13：30 ～ 14：10

じ　　か　　ん

時　　　間 3月 4月

火 8・22 12・26

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 9・23 13・27

木 10・24 14・28

金

休館日 

（資料整理日) 

まん延防止等重点措置

の適用期間（３月２１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。 

対面 

中止となりました 


