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釧路市中央図書館

■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。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。みなさんからいただいた猫の絵・
ぬりえも一緒に展示しています！
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
動物の本を特集しています。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

■図書館ミニツアー■
中央図書館の中をご案内して利用案内を行う、図書館
初心者向けのミニツアーです。ぜひ、ご参加ください。
日時：６月４日（土）・１１日（土）・１９日（日）・２６日（日）
１３：３０から１時間程度
申込：中央図書館５階窓口かお電話で
定員：各回 ５人程度

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

詳細は文学館だよりをご覧ください

●郷土史家によるトークイベント「北大通の記憶を伝える」
６月５日（日） １３：００～１５：３０ 事前申込制

●マンスリー朗読会&上映会
～馳星周『神の涙』の滝霧を求めて～ 事前申込制
６月１２日（日） １３：００～１３：３０（朗読会）
１３：３０～１４：２０（上映会）

７階 展示室

■第４回

調べ学習コンクール
なんでも相談室■

調べ学習コンクールに向けて、テーマ決めや調べ方に
ついて相談をお受けします。お気軽にお越しください。
日時：６月１日（水）～７月２６日（火）の土・日曜、祝日
７月２７日（水）～８月２１日（日）の平日、日曜、祝日
① １０：００～１１：３０ ② １３：００～１４：３０
場所：中央図書館 ４階
申込不要

●特別展「子母澤寛生誕一三〇年記念展
～映画『座頭市』原作の子母澤寛と音楽の伊福部昭」
６月２５日(土)～７月２８日（木） ９：３０～１９：３０

７階 グループ学習室１
●認知症相談会
６月２３日(木) １３：３０～１６：００ 申込不要
主催：釧路市福祉部介護高齢課

４階 ロビー
●教科書展示会
６月１０日(金)～２９日（水） ９：３０～１９：３０

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
「ヘパイストスの侍女」

「刑事弁護人」

「幸村を討て」

白木 健嗣｜光文社｜2022.3

薬丸 岳｜新潮社｜2022.3

今村 翔吾｜中央公論新社
2022.3

あかつき自動車では初の試みとなる

現役の女性警察官がホスト殺害の

自動運転車「WAVE」。公道実証の

容疑で逮捕された。持月凛子は同じ

大坂夏の陣にて散った真田幸村。

実験中に突然停車し、試乗していた

事務所の同僚・西と彼女の弁護に

一枚板とは言い難い豊臣軍の中で、

先進技術課長の死亡という悲劇が

当たるが、裏取りを進めていくうちに

異彩を放った男の掲げる願いとは。

起こる。その後『犯人』から脅迫文が

その証言内容は虚偽のものと判明。

男達が一様に叫ぶ「幸村を討て」に

送られ、サイバー犯罪対策課と捜査

真実を明らかにするために奔走する

込めた、各々の思いとは。敵味方の

一課は共に真相解明へ動き出す。

二人は、やがて嘘をついてでも守り

武将、そして真田家の視点も交えた

通そうとした彼女の信念に辿り着く。

後に日ノ本一と称される兵の物語。

実用書
「水汚染」

「ハンドレタリングの見本帖」

諸永 裕司｜平凡社｜2022.1

KADOKAWA ライフスタイル編集部

「ビジュアル「奇怪」
生物図鑑２００種」

KADOKAWA｜2022.3

森 昭彦｜秀和システム｜2022.2

フライパンや防水スプレーなどに使
われている有機フッ素化合物。発

人気ハンドレタリングの作家 10 名の

妖怪にもなった美しきチョウのサナ

がん性が指摘され、国外では規制

書体作例＆ノウハウを紹介。ノート、

ギ、脳に似た不気味なキノコ…。

が進む。この便利で厄介な物質は

ギフト、デザインなどに使える英数

姿形または生態が奇怪・奇妙な生

何者か。綿密な取材や多くの文献

字、フレーズ、モチーフなど約 3500

物ばかりを写真付きで 200 種以上

をもとに有機フッ素化合物の過去、

例を収録する。手書きライフが楽し

紹介。かわいい？！オオミズアオも

現在を記録し、未来を問う。

くなるヒントが満載。

紹介されています！

実用書

郷土資料

「防災アプリ 特務機関 NERV」

「レトロかわいい刺しゅう」

川口 穣｜平凡社｜2022.2

ノ ジヘ | 朝日新聞出版 | 2022.1

「北海道の縄文文化
こころと暮らし」
「北海道の縄文文化こころと暮らし」

3.11 への思いを礎に進化し、今や社

カメラ、レコードプレーヤー、ローラース

会インフラとなった最強の防災アプリ

ケート…。韓国のイラストレーター&刺し

「特務機関 NERV」。創設者・石森大

ゅう作家によるレトロな刺しゅう図案集。

貴の技術力と経験に裏打ちされた信

刺しゅうの基本やステッチを写真で丁

念が結実するまでの、情報と防災に

寧に解説する。キーホルダーやブロー

かけた 10 年を追った。

チなど小物の作り方も紹介。あたたか
みのあるレトロ刺しゅうは、見ているだけ
でも楽しい。

刊行会｜亜璃西社｜2021.12
北 海 道 の縄 文 時 代 に迫 るビジュ
アルブック。「つくる」「すまう」「か
る・とる・たべる」「よそおう」などテ
ーマ別 に、カラー写 真 をふんだ
んに交 えて各 地 の遺 跡 と遺 物 か
ら縄 文 人 の”こころと暮 らし”を読
み解 く。 （貸 出 可 能 資 料 あり）
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新着資料のご紹介
児童書
「こんとごん」

「スーツケース」

「ぼく」

織田 道代 文 早川 純子 絵

クリス ネイラー バレステロス 作

谷川 俊太郎 作 合田 里美 絵

福音館書店｜2022.2

化学同人｜2022.1

岩崎書店｜2022.1

右ページでは「こん」が清音の世界、左

ある日、大きなスーツケースを持った

「ぼくはしんだ じぶんでしんだ」

ページでは「ごん」が濁音の世界。左右

見なれない動物がやってきました。森

90 歳を迎える詩人・谷川俊太郎が「自

同じ文章のはずなのに、濁点がつくだ

の動物たちはみな、スーツケースの中

死」を想いつむいだ言葉を、新進気鋭

けで違う世界を冒険することになる 2

身が気になって仕方ありません。そこ

のイラストレーター・合田里美が日常風

匹のキツネの楽しい物語を

で、その動物が眠って

景を美しく描いたイラスト

通して、日本語の面白さを

いる間にスーツケース

で彩った「死」をめぐる

感じられる絵本。

をこじ開けてしまい…。

絵本。

児童書

しらべもの

「おとなってこまっちゃう」

「ちがいがわかるとおもしろい！

ハビエル マルピカ 作

東日本と西日本 ３」

偕成社｜2022.１

岡部 敬史 編著

ティーンズ
「階段ランナー」
吉野 万理子 著
徳間書店｜2022.1

汐文社｜2022.2
高校 2 年生の広夢と瑠衣はそれぞ

9 歳のサラのおじいちゃんが、ママと同
じくらいの年の人と結婚することに。結

東西で呼び方が逆になるスコップと

れに悩みを抱えていた。しかし社会

婚式に行きたいサラは、大反対のママ

シャベル、地域によってフレーズが

科教師・高桑のブログを読むうち、階

と婚約者に仲良くして

ちがうえらび歌など、東日本と西日

段に魅了されていく。

もらおうとして…。

本のさまざまな文化の

ある日、高桑から

素直になれない大人

ちがいを、たくさんの

「京都駅大階段駈け

たちとサラがまきおこす

写真とともに楽しく

上り大会」の存在を

ファミリーコメディ。

わかりやすく紹介。

教えられ…。

新着ＣＤ
クラシック 『フレシキブル・レパートリー集』 C/ﾌ

釧路市立美術館
展覧会のおしらせ

クラシック 『怖いクラシック』 I/ｺ
ジャズ 『栄光のシャープス・アンド・フラッツ 原信夫とシャープス・アンド・フラッツ』 J/ｴ
洋楽 『夢中人 ～フェイ・ウォン・グレイテスト・ヒッツ』 K/ﾌ
子ども向け 『小んなうた
朗読 『朗読

亞んなうた

アニメ・特撮主題歌編』 O/ｺ

雨月物語 １』 P/ｳ/1

落語 『だれでも楽しい ５分落語』 Q/ﾀ

【特別展】ルーヴル美術館の銅版画展

落語 『落語名人寄席 其之参 牛ほめ かぼちゃ屋』 Q/ﾗ/3-9

日時：4/29(金)～7/3(日) 10:00～17:00

効果音 『みんなで踊ろう！盆踊り』 S/ﾐ

休館日：月曜日

その他 『おお活動大写真』 Z/ｵ

料金：一般 900 円 （大学生以下無料）

その他 『ジェットストリーム フォーエバー 原色の町』 Z/ｼ/9
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６月の行事カレンダー
月

火

水

木

金

土

日

１

２

３

４

５
文学館

対面
対面

６

７

11：00～11：30

14：30～15：00

８

９

１０

１４

１５

１６

１７

おはなし会

１９
対面

対面
対面

２１

14：30～15：00

２２

２３

２４

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

11：00～11：30

２５

２６

休館日

休館日
対面

２７

朗読会&上映会
13：00～14：20

11：00～11：30

１８

休館日
２０

文学館

11：00～11：30

14：30～15：00

上映会
13：00～

１２

対面
対面

１３

北大通の記憶を伝える
13：00～15：30

11：00～11：30

１１

休館日

表示マーク

２８

14：30～15：00

２９

（資料整理日)

11：00～11：30

３０

休館日
対面

14：30～15：00

今月の上映作品紹介

時間：１３：００～

３日(金)
４日(土)

場所：７階多目的ホール

１０日(金)
１１日(土)

「岩合光昭の世界ネコ歩き
劇場版 あるがままに、
水と大地のネコ家族」

座席数：５０席

1７日(金)
１８日(土)

２５日(土)

「野生のエルザ」

「猫侍」

洋画（人間ドラマ）/アメリカ

邦画（時代劇）/日本

「三銃士 王妃の首飾りと
ダヴィンチの飛行船」

１９６５年/９５分

２０１３年/１００分

ドキュメンタリー（動物）/日本

音声：英語，字幕：日本語

２０２１年/９８分

洋画（アクション）/ドイツ
２０１１年/１１１分

音声：日本語，字幕：なし

音声：日本語，字幕：日本語

音声：日本語，字幕：なし

動物写真家・岩合光昭が世界中のネコ
と出会い見つめた、水と大地を舞台に
繰り広げられる、ネコの愛と絆の物語。

狩猟監視官のアダムソン夫妻は、母親を
殺された赤ちゃんライオンをエルザと
名付け可愛がるが、やがて成長するエル
ザを育てることに限界を感じ…。
（みんなでシネマ上映会）

かつて人斬りと恐れられた斑目久太郎
は、浪人となり果てていた。ある時、敵
対一家の親分が飼っている「猫」を斬れ
という仕事が舞い込む。

17 世紀フランス。銃士に憧れパリへ上
京した青年ダルタニアンは、三銃士の仲
間入りを果たし、王妃の首飾りを取り戻
すためにイギリスへ向かうが…。

図書館バス巡回日程（６月～７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

6月

7月

7

5

週 曜

春日公園
こうようじどうかん

光陽児童館

7・21

がくえん

5・19

はしどい学園
第2 水

1・15

6・20

14：30 ～ 15：10

おたのしけふじた

第4

13：30 ～ 14：10

1・15

おたのしけしょうがっこう

はるとりししょ

金

3・17

大楽毛藤田ストア
大楽毛小学校

7・21

14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10

道営新富士団地
星が浦老人福祉センター

木

2・16

どうえいしんふじだんち

ほしがうらろうじんふくし

と

13：30 ～ 14：10

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

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

6月

7月

13：30 ～ 14：10

14・28 12・26
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：00
14：10 ～ 14：40

8・22 13・27

15：00 ～ 15：30
13：30 ～ 14：10

9・23 14・28
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10

10・24 8・22
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。

