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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

@kushiro_lib

■「釧路市の図書館」

ホームページリニューアルしました！■

これまで「釧路市中央図書館」として運用していたホー
ムページを、「釧路市の図書館」に名称を変更して内容も
リニューアルいたしました。中央館・各地区図書館・音別
町図書館・阿寒町図書室の情報はもちろん、こどもペー
ジを新たに設けました。とってもかわいいキャラクターたち
も、みなさまをお出迎えしております。キャラクターデザイ
ンをしてくださったのは、釧路市の絵本作家・木島誠悟さ
ん！ぜひ楽しみながら、図書館の情報を見ていただける
と嬉しいです。どうぞご活用ください。
ウェブサイト http://kushirolibrary.jp
釧路市の図書館 |

■春のおはなし会■
くしろ紙芝居の会とおはなしネットぼんぼんの共同企画
「春のおはなし会」です。
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。

日時：５月１日 (日) １１：００～１２：００
場所：中央図書館 ７階多目的ホール
申込不要・出入り自由
７階 多目的ホール

詳細は文学館だよりをご覧ください

●石川啄木没後１１０年記念「人生最後の啄木講座」（要申込）
講師：北畠立朴氏
４月１３日（水） １３：３０～１５：００

資料検索

図書郵送貸出（有料）サービスの
お知らせ
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。

７階 展示室
●世界と日本の切手展
４月１６日(土) ９：３０～１８：００
４月１７日(日) ９：３０～１６：００
主催：公益財団法人 日本郵趣協会 釧路支部

●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）
４月２４日（日） １３：３０～１５：００

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
「母の待つ里」

「山狩」

「竜血の山」

浅田 次郎｜新潮社｜2022.1

笹本 稜平｜光文社｜2022.1

岩井 圭也｜中央公論新社
2022.1

独り身で帰郷の地も無い還暦世代を

千葉県の伊代ヶ岳へ家族で登山に

対象に大手カード会社が企画した、

訪れていた警察官の小塚俊也は、

昭和十三年。北海道東部の山麓で

一泊二日五十万円で田舎の故郷と

山中で若い女性の遺体を発見した。

硫化水銀の塊が発見された。鉱山

「母」をレンタルできる、特別会員の

当初事件性は無いと思われたが、

技師の那須野は調査班を編成し、

サービスに招待された三名の男女。

生前女性がストーカー被害に遭って

希少な資源確保のため現地へ赴く。

親子としてお互いの心を通わせる、

いたことを発端に事態は動き出す。

そこで出会ったのは、山の奥深くに

それぞれの「里帰り」を描いた物語。

様々な思惑が複雑に絡まり男達を

作られた集落に住む、水銀を体内に

翻弄する、著者による最後の作品。

取り込める〈水飲み〉の一族だった。

実用書
「日本語はこわくない」

「漫画家の自画像」

「油絵 Stayle & Process」

飯間 浩明｜PHP 研究所

南 信長｜左右社｜2021.11

森田 和昌｜マール社｜2022.2

2021.12
<漫画家＝ベレー帽>をつくった手

油彩画の描き方の違いと、描き進

「この言葉、間違えていないかなあ

塚治虫、動物・ロボ化の鳥山明、バ

め方にスポットをあてながら、14 作

…」そう思うことはありませんか？誰

ッテン目の萩尾望都…。漫画家た

品ができあがるまでの過程を解説。

かに指摘されるのが怖くて自分の言

ちの自画像にスポットを当て、作中

初めて油絵に挑戦する方にもわかり

葉を見失いそうになった時、この本

で自らをどのようにキャラ化したかを

やすいように、画材についての説明

がそばにいてくれます。どうかこの本

検証。自画像と本人の距離を、実

や、用語解説も収録。どのように描

を手に取って、「はじめに」と「第 4 章

例を引きながら考察する。

いたら自分のイメージする作品が表
現できるのかが見えてくる。

の 41」だけでも読んでみてください。

実用書

郷土資料

「毛 生命と進化の立役者」

「１瓶で３度おいしい魔法の瓶詰」

稲葉 一男｜光文社｜2021.11

新田 亜素美 | 大和書房｜2021.12

「アイヌからみた
北海道１５０年」
石原 真衣｜北海道大学出版会

毛…。と言っても頭髪ではなく、本書

「ごちそうの素=ゴロゴロの具材と手作り

に登場するのは細胞にある毛につい

醬の瓶詰」のある生活を楽しんでみま

てである。この細胞の毛はナノサイ

せんか? パスタ、サラダなど家にある

ズ。これが 20 億年前からほとんど姿

食材と合わせるだけで、すぐごちそうが

を変えずに存在し、生き物や自然を

できる瓶詰の作り方を、オイル、だしと

支え、地球環境を育んでいるというの

いったベースごとに紹介。持ち寄りや手

だ。研究 30 年のスペシャリストが、そ

土産にも喜ばれます。

んな細胞の毛の世界へ案内する。

2021.9
「北 海 道 命 名 150 年 」をアイヌ
の人 たちはどうみつめていたの
か。アイヌおよびアイヌの出 自 を
持 つ人 々が、北 海 道 の物 語 の
ルーツであるアイヌの歴 史 、今 を
生 きるアイヌについて綴 る。アイ
ヌ民 族 の歴 史 と現 状 の概 要 も
収 録 。（貸 出 可 能 資 料 あり）
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新着資料のご紹介
児童書
「こんなかお、できる？」

「のうじょうにすむねこ」

ｳｨﾘｱﾑ ｺｰﾙ さく

トラネコボンボンなかにしなちお 作

ﾄﾐｰ ｳﾝｹﾞﾗｰ え

好学社｜2021.12

小学館｜2021.11

「ちきゅうのための１じかん」
ナネット ヘファーナン さく
評論社｜2021.12

池にいるわたりどり、野原で草を食べる

毎晩、なかなか寝ようとしない女の

電気は地球が生み出す素晴らしい力。

ヤギたち、いちばんのなかよしの馬…。

子。そこで、パパは「こんなかお、でき

自然からの大事な贈り物。だから 3 月の

農場にすむねこが、農場の中を散歩し

る?」というゲームに誘います。女の子

春分に近い土曜日の夜、人々は心静か

ながら、そこで出会ういろいろな動物を

は、寝る支度をしながら、

に明かりを消す。世界中の人々が地球

紹介します。特徴の

ゲームを楽しみ…。

を思って明かりを消す

あるかわいいイラスト

おやすみ前のユーモラスな

イベント「アースアワー」

も魅力的な絵本。

かおあそび絵本。

について描いた絵本。

しらべもの

児童書

ティーンズ

「しんぱいなことがありすぎます！」

「いろ」

工藤 純子 作

神永 曉 監修

「私達は、月が綺麗だねと
囁き合うことさえできない」

金の星社｜2021.11

講談社｜2021.12

神田 澪 著｜大和書房｜2021.11

1 年生のももは、忘れ物をしたくなく

「いろ」の奥に、豊かな心が見えてく

孤独な少年少女は 1 通のメッセ-ジ

て、教科書やノートを全部ランドセルに

る。選び抜いた 100 以上の「いろ」のこ

をきっかけに心を通わせる。ありふれ

入れています。もものことを「ヤドカリみ

とばを多数の写真や絵画とともに紹介

た遠距離恋愛のはずだった。彼の秘

たい」と言ってきたかずまくんは、全部

する。関連する文学作品や色にまつ

密が明かされるまでは…。140 文字

学校に置いているらしく…。

わるコラムなども掲載。

で紡がれていく物語に

心配性のももと楽天的な

伝え残したい日本語を

切なさと感動が広がる

かずまの愉快な物語。

まとめた“ことばずかん”。

新感覚連作長編小説。

新着ＣＤ
クラシック 『武満徹 ノヴェンバー・ステップス 他』 B/ﾀ

釧路市立美術館
展覧会のおしらせ

クラシック 『アファナシエフ ブラームス：後期ピアノ作品集』 F/ﾌ
ジャズ 『ジャズ百貨店』 J/ｼ
洋楽 『ボン・ジョヴィ ２０２０』 K/ﾎ
世界の音楽 『アルゼンチン・タンゴ ベスト』 N/ｱ
子ども向け 『ＫＩＤＳ ＢＯＳＳＡ

ＰＬＡＹ ＨＯＵＳＥ』 O/ｷ

朗読 『心にしみいる名俳句２００選』 P/ｺ
落語 『古今亭志ん朝 二朝会 禁酒番屋、締め込み』 Q/ｺ/14
落語 『古今亭志ん朝 二朝会 ちきり伊勢屋』 Q/ｺ/16
その他 『ＯＮＳＥＮ 朝の時間』 Z/ｵ

【特別展】ルーヴル美術館の銅版画展
日時：4/29(金)～7/3(日) 10:00～17:00
休館日：5/2 を除く毎週月曜日
料金：一般 900 円 （大学生以下無料）
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４月の行事カレンダー
月

火

水

木

金

土

日

１

２

３

表示マーク

対面

４

５

６

７

８

９

休館日

１０

対面
対面

１２

１３

１５

１６

文学館

休館日
１８

１４

対面

１７
対面

対面

啄木講座
13：30～15：00

１９

おはなし会

11：00～11：30

11：00～11：30

14：30～15：00

１１

上映会
13：00～

11：00～11：30

11：00～11：30

14：30～15：00

２０

２１

11：00～11：30

11：00～11：30

２２

２３

休館日

２４
文学館

対面
対面

２５

２６

11：00～11：30

14：30～15：00

２７

２８

有島記念館出張講座
13：30～15：00

11：00～11：30

２９

３０

休館日

休館日
対面

14：30～15：00

今月の上映作品紹介

（資料整理日)

時間：１３：００～

11：00～11：30

場所：７階多目的ホール

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。

座席数：５０席

１日（金），２日（土）

８日（金），９日（土）

１５日（金），１６日（土）

２２日（金），２３日（土）

「靴ひも」

「ワン・モア・タイム」

「刑事」

「イエスタデイ」

洋画（人間ドラマ）/イスラエル

洋画（ﾗﾌﾞｽﾄｰﾘｰ）/アメリカ

ドラマ（ｻｽﾍﾟﾝｽ）/日本

洋画（ラブストーリー）/イギリス

2018 年/103 分

1989 年/108 分

1995 年/89 分

2019 年/116 分

音声：ヘブライ語，字幕：日本語

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

３０日（土）
「Little DJ
小さな恋の物語」
邦画（人間ドラマ）/日本
2007 年/128 分
音声：日本語，字幕：なし

母の突然の死により、一緒に暮らす

エール大学の学生アレックスは、初め

捜査 1 課の秋庭はかつての部下が

ことになった父親と息子。発達障害の

て紹介されたはずのガール・フレンドの

交番で刺殺された事件の捜査を

った売れないシンガーソングライターの

世界規模の大停電の中、事故にあ

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

ある息子に、父はどう接したらよいか

ミランダの母親コリンヌに何故か見覚え

開始、手がかりは村沢が書いた血文字

ジャック。目を覚ますと、ビートルズが

院内放送のＤＪをすることを提案され、

戸惑ってばかり。そんな２人がようやく

があり、胸がときめき…。 ワシントンに

と彼の妻・光子から託された日記。

存在していない世界に。ビートルズの

太郎は番組を通して送った言葉や

打ち解けた頃、父は末期の腎不全と

咲いたステキでおかしな恋の奇跡。

やがて別の殺人事件との関連性が

曲を歌い有名になるが…。

音楽が人々へ届く喜びを体験し、

診断される。

（みんなでシネマ上映会）

浮かび上がる。

（みんなでシネマ上映会）

すっかりのめりこんでいくが…。

図書館バス巡回日程（４月～５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

4月

5月

週 曜

春日公園
こうようじどうかん

光陽児童館

5・19

がくえん

3・17

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

6・20

4・18

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

7・21

5・19

1・15

6・20

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

13：10 ～ 13：40

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 12(第2火) 10(第2火)

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

4月

5月

13：30 ～ 14：10

12・26 10・24
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：00
14：10 ～ 14：40

13・27 11・25

15：00 ～ 15：30
13：30 ～ 14：10

14・28 12・26
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10

8・22 13・27
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。

