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釧路市中央図書館

■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

■土肥美帆さん「北に生きる猫」
写真パネル展■
北海道出身の写真家・土肥美帆さんが小樽で撮り続け
た猫たちの写真展です。釧路市動物園にいる猫たちの
写真もあわせて紹介します。
展示期間中は、中央図書館では各フロアで猫の本を特
集したり、上映会で猫が出てくる作品を上映、地区図書
館では動物の本を特集します。ぜひお楽しみください。
日時：５月２８日(土)～６月１９日(日)
９：３０～１９：３０ ※最終日は１８：００まで
場所：中央図書館 ７階展示室
協力：河出書房新社・釧路市動物園

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。
≪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 多目的ホール
●マンスリー朗読会（落語）

詳細は文学館だよりをご覧ください

口演：浮世亭狂楽（釧路落語めい人會）
５月１５日（日） １３：００～１３：３０

７階 展示室
展示する猫の絵・ぬりえを募集中！
図書館カウンターで専用用紙を配布しています。

■英語のおはなし会■
久しぶりの英語のおはなし会です。市内の学校にも行っ
ている ALT の先生たちが楽しく読み聞かせをしてくれま
す。英語を楽しもう！
会場：中央図書館 4 階おはなしコーナー
開催：５月１４日（土）
時間：１１：３０～１２：００
申込不要・出入り自由

●考えよう！大人になるとできること、気をつけること
～１８歳から大人に～
５月１日(日)～８日（日） ９：３０～１９：３０
主催：釧路消費者協会

●令和４年度 環境月間パネル展
５月１１日(水)～１７日（火） ９：３０～１９：３０
※最終日は１５：００まで
主催：釧路消費者協会

●「アンダンテ」第７回絵画展
５月２１日(土)～２６日（木） ９：３０～１９：３０
※初日は１３：００から、最終日は１６：００まで
主催：アンダンテ

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
いて

文学・小説
「はなちゃんのみそ汁 青春篇」
安武 信吾 他｜文藝春秋

「いえ」
小野寺 史宜｜祥伝社｜2022.2

「信長、鉄砲で君臨する」
門井 慶喜｜祥伝社｜2022.2

2022.2
地元のスーパーに勤務する社会人

天文十二年八月。種子島の南端に

末期がんにより三十三歳でこの世を

三年目の三上傑には悩みがあった。

位置する西ノ村に南蛮からの商船が

去った妻。夫の信吾は娘・はなとの

大学生の妹・若緒がドライブデート中

来航した。彼らによって伝えられた

「幸せな未来」を思い描けずにいた。

事故に遭い、左足を引きずるように

鉄砲はやがて各地に広まり、国内に

あれから十三年。助け合い、時には

なってしまう。加えて事故を起こした

大きな変革をもたらす契機となる。

すれ違い、周りから支えられながら、

恋人は傑の友人だった。それ以来

尾張国の吉法師(後の織田信長)も

悲しみを抱えて歩んだ親子の軌跡。

日常は一変し、傑は自身を取り巻く

またその力に魅入られ、天下統一を

人間関係に答えを見出せずにいた。

目指し戦火に身を投じるのだった。

実用書
「パパイヤ鈴木の
元気がでるダンス」

「選ばれるデザイナーへの道」

「ネットショップ、開店します。」

上司ニシグチ｜ソシム｜2022.3

藤川 麻夕子 他
エムディエヌコーポレーション

パパイヤ鈴木｜講談社｜2022.1
「とあるデザイン制作会社の上司と

2022.3

ダンスが苦手でも、ラジオ体操のよ

部下」という設定で、様々なバリエー

うな感覚で踊れる！日常生活の不

ションのデザインを上司が斬る！

商品撮影から、デザイン、商品登

安やイライラを吹き飛ばす「パパイヤ

コミュニケーションのような赤ペン添

録、発送、売上管理、集客まで。ネ

式リフレッシュダンス」と、オリジナル

削でどうすべきかをわかりやすく解

ットショップを開いてみたい人に向け

曲に合わせて踊るダンスを、詳細な

説し、採用へと導いてくれる一冊。

て、無料のネットショップ構築サービ

写真と QR コードで視聴できる動画

きっとあなたも、プロ級のデザインが

スを活用した、開設・運営のノウハウ

で紹介する。

できるようになるはず。

をゼロから紹介。

実用書

郷土資料

「日本史人物
〈あの時、何歳？〉事典」

「命のひととき」

「サチコさんのドレス」

ヘレン アポンシリ | 化学同人

桜木 紫乃 作 そら 絵

吉川弘文館編集部｜吉川弘文館

2021.12

北海道新聞社｜2021.11

2022.1
移りゆく四季の自然を、すべて押し花
日本史上の人物が何歳の時に何を

だけで描いています。ページをめくっ

していたのかが分かるユニークな事

て、花が蕾を開き、鳥が飛びたつところ

典。高校の日本史教科書に登場す

をながめ、動物たちのすまいをそっとの

る人物など約 1200 人の主な履歴

ぞいてみてください。ひとときの魔法に

を、0 歳から 85 歳まで 1 歳毎に収録

心が躍り、自然の一年のなかに不思議

する。

を見つけることでしょう。

ス タイ リ ス ト の サ チ コ さ ん は 、 みん
なをキラキラさせるのが上 手 で
す 。あ る日 、車 いす を使 うなか よ
しの な っ ちゃ んか ら ウ ェ デ ィン グ ド
レスの相 談 がきました。サチコさ
んはポンポンくるりとドレスにまほう
をかけて…。
（貸 出 可 能 資 料 あり）
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新着資料のご紹介
児童書
「ヤマネコとアザラシちょうさだん」

「ポチャッポチョッイソップ」

「ほっきょくでうしをうつ」

五十嵐 美和子 作・絵

ｱ-ｻ- ﾋﾞﾅ-ﾄﾞ 再話 ｽｽﾞｷ ｺ-ｼﾞ 絵

角幡 唯介 作 阿部 海太 絵

ＰＨＰ研究所｜2022.1

玉川大学出版部｜2022.1

岩波書店｜2022.1

リュックをしょって倒れていたアザラシを

自由で平和なカエルのくに。「平和ボ

北極の氷の世界を旅する男。腹が減

助けた時計職人のおじいさん。アザラ

ケ問題を考える会」を立ち上げたカエ

り、獲物になる動物を探していると、ジャ

シ語の通訳をお願いしにヤマネコの所

ルたちは、強い王様をくださいと天の神

コウウシの群れに出会う。鉄砲に弾をこ

へ行くと、アザラシは海のごみを間違っ

にお願いする。そこに現れたのは…。

め、見つからないように

て食べてしまうのに困り、海

現代に響く、与えられた

近づいて、引き金を引く。

をきれいにするため調査を

「自由」へのアンチテーゼ

探検家・角幡唯介の

していると言い…。

を、イソップ再話で描く。

実体験を絵本化。

児童書

しらべもの

ティーンズ

「家守神 2」

「若冲の絵本」

「恋とシェイクとバレンタイン」

おおぎやなぎ ちか 作

結城 昌子 構成 文

神戸 遥真 著｜講談社

フレーベル館｜2022.2

小学館｜2021.12

2021.12

佐伯家の蔵にあるつづらの封印を解

花にうもれた鳥がいる。葉っぱにか

高校生の詩織は、足りないお小遣い

きはなってしまった拓。なかには邪気

くれた虫もいる。伊藤若冲が描いた

を稼ぐため、E バーガーで人生初のア

におかされたつくも神が封じられてい

江戸時代の名画「動植綵絵」。森

ルバイトを始めることに。仕事を覚え

た。 佐伯家に解き放たれたつくも神の

に、空に、海に、色鮮やかに描かれ

る楽しさや学校とは違う人間関係、い

呪いが迫る中、拓はどう

た生き物たちのかくれ

ろいろな出会いが詩織

戦うのか。そしてつくも神

んぼをのぞいてみま

を変えていき…。

が抱えている悲しい過去

しょう。どんなものが見

恋×アルバイト×友情

とは何なのか。

つけられるかな。

の青春小説。

新着ＣＤ
クラシック 『星条旗よ永遠なれ～マーチ名曲集』 B/ｽ
クラシック 『ドビュッシー：ベルガマスク組曲/夢/アラベスク第１番＆第２番/子供の領分/

釧路市立美術館
展覧会のおしらせ

レントより遅く/喜びの島』 F/ﾄ
ジャズ 『連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」 オリジナル・サウンドトラック
ジャズ・コレクション』 J/ｶ
洋楽 『ナラ・レオン／わたしのボサノヴァ』 K/ﾚ
ポップス 『石原裕次郎

ベストヒット２０』 L/ｲ

邦楽 『日本の民謡 北海道・北東北編』 M/ﾆ

【特別展】ルーヴル美術館の銅版画展

子ども向け 『あおぞらＳＯＮＧＳ 新沢としひこプロデュース 山野さとこがうたう』 O/ｱ

日時：4/29(金)～7/3(日) 10:00～17:00

子ども向け 『まいにち せいかつ ソング～せっけんで手をあらおう～』 O/ﾏ
朗読 『山月記』 P/ﾅ
その他 『ケルティック・ハープ 癒しのアイルランド』 Z/ｹ

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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５月の行事カレンダー
月

火

水

木

金

土

日

表示マーク

１
春のおはなし会
11：00～12：00

２

３㊗

４㊗

５㊗

６

７

対面

休館日
１０

１１

１２

おはなし会

11：00～11：30

11：00～11：30

１３

１４

１５
文学館

対面

休館日
対面

１６

８

対面
14：30～15：00

９

１７

上映会
13：00～

14：30～15：00

１８

１９

11：00～11：30

11：00～11：30

２０

２１

休館日

対面

マンスリー朗読会
13：00～13：30

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。

２２

対面
対面

２３/３０

２４/３１

11：00～11：30

14：30～15：00

２５

２６

11：00～11：30

２７

２８

２９

休館日

休館日
対面

14：30～15：00

今月の上映作品紹介
３日（火）
祝日上映会
「ふるさとがえり」

時間：１３：００～

場所：７階多目的ホール

５日（木）
祝日上映会

６日（金）
７日（土）

「アートのお値段」

「おとなのけんか」

芸術（ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ）

「すみっコぐらし
とびだす絵本と
ひみつのコ」

洋画（コメディー）/フランス

アメリカ

アニメーション/日本

2011 年/79 分

2018 年/98 分

2019 年/66 分

音声：日本語

音声：英語，字幕：日本語

音声：日本語

字幕：日本語

2011 年/136 分

字幕：日なし

1990 年と 2010 年
2 つの時代・物語が
交差しながら「ふる
さとの物語」を描
く。

11：00～11：30

４日（水）
祝日上映会

邦画（人間ドラマ）/日本
音声：日本語，字幕：なし

（資料整理日)

アートの値段って何
だろう？アートとお
金の関係を探るドキ
ュメンタリー。

すみっコたちが、絵
本の世界をめぐる旅
の物語。

子供同士の喧嘩から
始まった、2 組の夫
婦の集まり。次第に
本音の衝突へと発展
する。

座席数：５０席

１３日（金）
１４日（土）

２０日（金）
２１日（土）

２８日（土）

「ブラウン神父の事件簿

「ドリームガールズ」

「ボブという名の猫

VOL.7」

洋画（ミュージカル）

幸せのハイタッチ

ドラマ（ミステリー）

アメリカ

洋画（人間ドラマ）/イギリス

イギリス

2008 年/130 分

2016 年/103 分

2014 年/99 分

音声：日本語

音声：日本語

音声：英語，字幕：日本語

字幕：日本語

字幕：日本語

ブラウン神父が活躍
する世界的ミステリ
ー。
（2 話収録、各話
に OP・ED あり）

ショービジネス界の
サクセスストリーと
その裏にある様々な
人間ドラマを描く。

ホームレスになった
ジェームズと野良猫
ボブが試練と困難に
立ち向かう。

図書館バス巡回日程（５月～６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

5月

6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

3・17

がくえん

7・21

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

4・18

1・15

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

5・19

2・16

6・20

3・17

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

7

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 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

5月

6月

13：30 ～ 14：10

10・24 14・28
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：00
14：10 ～ 14：40

11・25 8・22

15：00 ～ 15：30
13：30 ～ 14：10

12・26 9・23
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10

13・27 10・24
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。

