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釧路市中央図書館 @kushiro_lib 

７階 多目的ホール 

 

●マンスリー朗読会（オーディオブック鑑賞会） 

７月２４日（日） １３：００～１３：３０ 事前申込制 

 

第 182 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 
 

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。 
 

７階 展示室 
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詳細は文学館だよりをご覧ください 

●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 

■「道みんの日」特集■ 
７月１７日は、「北海道みんなの日」（愛称「道みんの日」）で

す。北海道の魅力と価値を再発見し、北海道を誇りに思う心を

育み、より豊かな北海道を築き上げることを期する日です。中

央図書館では、各フロアで北海道に関する資料を集めて特集

コーナーを設けています。 

特集期間：６月２５日(土)～７月２８日(木) 

場所：中央図書館 ４・５・６・７階 

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。 

■「としょかん動画コンテスト」開催！■ 
図書館の PR動画を作って応募してみませんか。秋に行う「としょ

かんフェスタ」で受賞作品を発表。最優秀賞には３万円相当、優

秀賞には１万５千円相当のギフト券を贈呈！詳細はホームページ

をご覧ください。 

受付：７月１日（金）～８月３１日（水） 

中央図書館へ直接またはメールで 

対象：市内に在住、または市内の学校に通う中学生以上の学生及び生徒 

釧路市中央図書館だより ７月号  

●子母澤寛生誕 130 年記念「新選組の名を世に広めた『新選

組始末記』～釧路の新聞記者から作家となった子母澤寛～」 

７月３日（日） １３：３０～１５：００ 事前申込制 

■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：７月２４日（日）までの土・日曜、祝日 

７月２７日（水）～８月２１日（日） 

① １０：００～１１：３０ ② １３：００～１４：３０ 

場所：中央図書館 ４階 申込不要 

●令和４年度 釧路高専公開講座 「文学スペシャル」 
７月３１日(日) １３：００～１６：１０ 事前申込制 

■「なつやすみ図書館きょうしつ」参加者募集■ 
絵本の表紙カバーでクラフトバッグとミニ封筒を作ります。 

募集期間：７月１２日（火）～２８日（木） 

中央図書館へ直接またはお電話で 

定員：各１０人  対象：小学生 

開催日：８月２日（火）中央図書館 

       ８月３日（水）コアおおぞら 

       ８月４日（木）コアかがやき 

       ８月５日（金）コアとっとり 

時間：各１０：３０～１２：００ 

 

●釧路市市制100年記念展示～写真で振り返るあの日のくしろ～ 
７月３０日(土)～８月２１日（日） ９：３０～１９：３０ 

                   ※最終日は１７：００まで 

 

●たのしく！みんなで！手話講座～初心者向け～ 
７月２８日(木) ①１１：００～１２：００ ②１４：００～１５：００ 

事前申込制（７月１５日まで） 定員：各１０人 対象：小学生以上 

主催・申込先：釧路市役所障がい福祉課（℡23-5201） 

 

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


 「もうやってらんない」 

カイリー・リード｜早川書房 

2022.4 

             

アフリカ系アメリカ人のエミラは大学

卒業後、ベビーシッターとして裕福な

白人の家庭で働いていた。ある日の

深夜、急な依頼で雇い主の子どもを

スーパーへ連れて行くことになるが、

警備員に誘拐と間違われてしまう。 

 

 

いて 

文学・小説 

「おいしい子育て」 

平野 レミ | ポプラ社 | 2022.2 

 

子育てと料理の喜びがたっぷり詰まっ

た平野レミのエッセイ集。幼少期のふ

たりの息子との思い出から、育児と仕

事との付き合い方、料理哲学まで。読

むと思わず笑顔になれる、料理と子育

てのヒントがたくさん。47品のオリジナ

ルレシピ、上野樹里・和田明日香との

鼎談も収録。 

郷土資料 

「日常のフォトグラフィ」 

相沢 亮｜玄光社｜2022.3 

 

ＳＮＳで話題になった写真は、どのよ

うに撮られたのかー。人気フォトグラ

ファーが、日常のきれいな瞬間を撮

影した写真とともに、リアルな撮影

状況と撮り方を公開。日常の中に垣

間見ることのできる、「自分だけの視

点」で撮影するためのヒントを伝え

る。 

「ルコネサンス」 

有吉 玉青｜集英社｜2022.4 

                

サルトルを専攻している大学院生の

中条珠絵は、数年前に母と祖母を

亡くし、一緒に過ごしていた一軒家で

一人暮らしていた。ある時、伯父から

父親との再会を打診される。二十年

以上顔を合わせたこともない父親の

存在に戸惑う珠絵だが、意を決して

待ち合わせ場所のバーへと赴いた。 

 

 

 

 

 

 

「子どもがやる気になる! 

『親のひとこと』言い換え辞典」 

子どもの声かけ検討委員会 

三笠書房｜2022.4 

 

３歳から６歳の子を持つママ・パパへ

のアンケートから生まれた一冊。子ど

ものやる気を伸ばし、自信をつけ、自

主性を育てる伝え方の数々を紹介。

毎日の親子コミュニケーションがます

ます楽しいものになりますように！ 

「『廃炉』という幻想」 

吉野 実｜光文社｜2022.2 

 

著者は福島第一原発事故が起きた

日から現在まで取材を続けている。

一定数の原発は維持せざるを得な

いと考える著者は原発推進派、反

対派のどちらにも所属しない。処理

水やデブリ、事故の廃棄物など廃炉

の現実について詳細に語り、廃炉の

本当の未来に迫っている。 

「映画と握手」 

新目 七恵｜朝日サービス｜

2022.4 

 

「三度の飯より映画が好き」とい

う札幌在住の映画ライター・新

目七恵さんによる、北海道がロ

ケ地となった映画にまつわるエッ

セイ。「挽歌」「幸福の黄色いハ

ンカチ」「銀の匙」など 28 作品が

イラストつきで紹介されていま

す。北海道ロケ地マップ付き。 

 （貸出可能資料あり） 

実用書 
「ヨーグルトの本」 

向井 智香 

エムディエヌコーポレーション｜2022.4 

 

定番からご当地まで、日本中のヨー

グルトを食べ比べてきたヨーグルトマ

ニアが、全国の300種超のおいしい

ヨーグルトを厳選紹介! ひとつひと

つの商品がもつ独自の魅力を、味

や機能に収まらないストーリーととも

に解説する。 

 

「ショートケーキ。」 

坂木 司｜文藝春秋｜2022.4 

             

ママになった日から、あらゆることが

ままならなくなった新米ママたちは、

ショートケーキを楽しむため互助会を

結成する(「ままならない」)。都内の

コージーコーナーで働くアルバイトの

「俺」は、とある常連二人組のことが 

気になっていた(「ショートケーキ」)。 

ショートケーキをめぐる連作短編集。 
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新着資料のご紹介  

実用書 



「3かいなかしたろか」 

くすのり しげのり 作 石井 聖岳 絵 

東洋館出版社｜2022.3 

 

隣の席のたかのりくんは、ちょっと偉そ

うなところが鼻につくが、ぼくは言われ

っぱなし。ある日の休み時間、顔にボ

ールがぶつかったたかのりくんは泣きじ

ゃくっていた。今、ぼくにで 

きることは…。学校という 

場の魅力を伝える。 

               

「だいじょうぶくん」 

魚住 直子 作｜ポプラ社｜2022.3 

 

新しいクラスになかなかなじめないそう

たが出会ったのは、人と話ができるぬ

いぐるみの「だいじょうぶくん」。離れ離

れになってしまった持ち主の「まりちゃ

ん」を一緒に探してほしい 

とたのまれます。そうたと 

だいじょうぶくんの、たの 

しくもスリリングな冒険の 

物語！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

「包帯クラブ 

ルック・アット・ミー！」 

天童 荒太 著 

筑摩書房｜2022.3 

 

関東のはずれの町に住む６人の高校

生は、自分自身の大切なものを守る

ため「包帯クラブ」を結成した。しかし

無理解や反発を受け、自粛を余儀な

くされる。ひっそりと集まり 

バンド活動を始めた彼らは、 

さまざまな人と出会い…。 

クラシック 『チャイコフスキー：弦楽セレナード   

モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク 他』 B/ﾁ 

クラシック 『皇妃エリザベート ～シシィが生きた時代、その音楽を求めて』 I/ｺ 

ジャズ 『スタン・ゲッツ＆ビル・エヴァンス＋５』 Ｊ/ｹ 

洋楽 『マイケル・ジャクソン  ＮＵＭＢＥＲ ＯＮＥＳ』 K/ｼ 

邦楽 『日本の民謡  東日本編 ベスト』 M/ﾆ 

子ども向け 『それいけ！アンパンマン  ふわふわフワリーと雲の国』 O/ｿ 

朗読 『剣士変貌～剣客商売より』 P/ｲ 

落語 『５分落語 たった５分で落語のイイトコどり 第六巻』 Q/ｺ/6 

郷土 『唇スカーレット  山内惠介』 R/ﾔ 

その他 『ニュー・シネマ・パラダイス オリジナル・サウンドトラック【完全盤】』 Z/ﾆ 

ティーンズ 

釧路市立美術館 

展覧会のおしらせ 

「かたつむり」 

キム ミヌ 作 

あすなろ書房｜2022.3 

 

ペダルのない幼児用の自転車に乗る

少年は、兄の自転車についていこうと

必死でがんばるが、兄に「遅い」と言わ

れ、置いてけぼりに。しょんぼりと歩いて

いると、目に前の木にい 

たかたつむりが…。 

子どもをはげます絵本。 

「スープとあめだま」 

ブレイディ みかこ 作 中田 いくみ 絵 

岩崎書店｜2022.2 

 

姉に誘われてホームレスを助けるシェ

ルターに行った「ぼく」。雪の路上には、

あちらこちらで毛布にくるまっている人に

温かな紅茶を渡すボラン 

ティアの人たちがいて…。 

いのちをつなぐ心温まる 

絵本。 
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児童書 
 

新着資料のご紹介  

しらべもの 

新着ＣＤ  

児童書 

【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：月曜日 

料金：一般 900円 （大学生以下無料） 

「なんで勉強 

しなきゃいけないの？１」 

WILL こども知育研究所 編著 

金の星社｜2022.2 

 

さまざまな分野の第一線で活躍し

人生を楽しんでいる５人のオトナ

が、勉強に対する考え方を語る。 

１は、算数の魅力を伝え 

てきた数学者・秋山仁、 

音楽クリエイター・ヒャダ 

インなどを収録。 

【特別展】MINIATURE LIFE 展 

ー田中達也 見立ての世界ー 

日時 7/16(土)〜9/11(日) 10:00～17:00 

休館日：7/18 を除く月曜日 

料金：一般 1,200円、高大生 600円、 

中学生 300円 

小学生以下無料（要保護者同伴） 



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 

 

７月の行事カレンダー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11：00～11：30 11：00～11：30 
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14：30～15：00 

11：00～11：30 

休館日 

14：30～15：00 

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。 

14：30～15：00 11：00～11：30 11：00～11：30 

対面 

対面 

休館日 

時間：１３：００～ 場所：７階多目的ホール 座席数：５０席 

対面 

休館日 

対面 

今月の上映作品紹介 

対面 

図書館バス巡回日程（７月～８月） 

１日(金) 
２日(土) 

８日(金) 
９日(土) 

１５日(金) 
１６日(土) 

１８日(月) 
海の日上映会 

２２日(金) 
２３日(土) 

３０日(土) 

「ばあばは、 
だいじょうぶ」 

邦画（人間ドラマ）/日本 

２０１８年/９８分 

音声：日本語，字幕：なし 

「セイフガード」 

洋画（アクション）/イギリス，日本 

２０１９年/９４分 

音声：英語，字幕：日本語 

「ハムナプトラ 3   
呪われた皇帝の秘宝」 

洋画（アクション）/アメリカ 

２００８年/１１２分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「だれもがクジラを 
愛してる。」 

洋画（人間ドラマ）/アメリカ 

２０１２年/１０７分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「ベイブ 都会へ行く」 

洋画（ファンタジー） 

オーストラリア/１９９８年/９６分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「六月燈の三姉妹」 

邦画（人間ドラマ）/日本 

２０１４年/１０４分 

音声：日本語，字幕：なし 

ちょっと弱虫な小学生の

翼は優しいばあばが大好

き。あるとき、ばあばが

「忘れてしまう病気」に

なって、突然いなくなっ

てしまった。 

ロンドンで和食レストラ

ンを経営する日本人夫婦

がロシア人マフィアから

脅迫を受ける。夫は妻と子

供を守るために命がけで

戦うが…。 

冒険家を引退後、リックは

伝説のブルーダイヤを運

ぶ依頼を受ける。上海に渡

り息子と再会するが、封印

された皇帝が復活し…。 

（みんなでシネマ上映会） 

リポーターのアダムは、

氷に閉じ込められたク

ジラを発見する。環境保

護団体のレイチェルは

救出を要請するが…。

（みんなでシネマ上映会） 

“牧羊豚”として楽しく暮

らすベイブは、ある日、大

ケガをしたホゲットおじ

さんのため、夫人と一緒に

都会へ旅立った。 

（みんなでシネマ上映会） 

家族経営の和菓子店「と

ら屋」に、次女の奈美江

が帰ってきた。家族合わ

せてバツ 4 の一家は、六

月燈の夜に新作和菓子で

起死回生の作戦に出る。 

 

マンスリー朗読会 

13：00～13：30 

文学館 

休館日 

（資料整理日) 14：30～15：00 

対面 

対面 

11：00～11：30 

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

じ　　か　　ん

時　　　間 7月 8月

火 12・26 9・23

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 13・27 10・24

木 14・28 11・25

金 8・22 12・26

　　※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

水

金 1・15 5・19

6・20 3・17

木 7・21 4・18

第1

と

第3

じ　　か　　ん

時　　　間 7月 8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 5 23（第4火)

火 5・19 2・16

11：00～11：30 

対面 

11：00～11：30 

子母澤寛講演会 

13：30～15：00 

文学館 

11：00～11：30 

対面 

釧路高専公開講座 

13：00～16：10 

文学館 


