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釧路市中央図書館 @kushiro_lib 

７階 ラウンジ 

 ●マンスリー朗読会～朗読の夕べ～ 

８月２８日（日） １７：３０～１８：００ 

 

第 183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、接触確認アプリ等の

ご使用や、入館日時をご自身で記録していただくほか、中央図

書館の個人学習室をご利用の際は、利用者カードを提示いただ

くか利用記録票にご記入をお願いいたします。 
 

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 

●巷のアート情報アンダンテ 創刊９０号記念展 
８月２３日(火)～３０日（火） 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 

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：８月３１日（水）まで 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 ８月号  

■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：８月２１日（日）まで 

① １０：００～１１：３０ ② １３：００～１４：３０ 

場所：中央図書館 ４階 申込不要 
●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 

■朗読会 読み手募集！■ 
 

１１月３日（木）１３：００～１５：３０で開催予定の「第１４回釧路

市中央図書館朗読会」の読み手を募集します。初心者の方も

大歓迎です！当日までの間に、数回リハーサルが 

ありますので、そちらにご参加いただきます。 

募集期間：８月２日（火）～３１日（水） 

募集人数：６人  テーマ：「三浦綾子の文学」 

申込：中央図書館７階事務室へ直接またはお電話で 

■令和４年度釧路高専公開講座 
～釧路スペシャル～■ 

釧路高専各分野の教員が釧路を多方面から解説します。 

①街歩きを楽しむために知っておきたい「地学」 

講師：小久保 慶一氏 

②桜木紫乃「海鳥の行方」（『起終点駅（ターミナル）』所収）を読む 

講師：小田島 本有氏 

日時：８月２８日(日)   

① １３：００～１４：００ ②１４：１０～１５：１０ 

     場所：中央図書館 ７階多目的ホール 

申込：８月２４日（水）まで  

中央図書館または釧路高専(0154-57-7216)へ 

●「広島の高校生が描いた原爆の絵展」 

８月３１日(水)～９月６日（火） ９：３０～１９：３０ 

       ※初日は１０：３０から、最終日は１５：００まで 

主催：新日本婦人の会 釧路支部 

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


 「夢伝い」 

宇佐美 まこと｜集英社｜2022.5 

             

独特な感性で人気を博しながらも、

人里離れた田舎で筆を執る孤高の

作家・猿橋ヒデヲ。ある時一方的に

断筆を宣言し、事情を聞きに訪れた

担当は彼の口から、思いもよらない

秘密と罪を告げられる(「夢伝い」)。 

十一の怪奇が詰められた短編集。 

 

 

文学・小説 

「ツレヅレハナコの 

愛してやまないたまご料理」 

ツレヅレハナコ 

サンマーク出版｜2022.5 

味玉、フライド目玉焼き、王道オムライ

ス、カルボナーラ、たまごかけご飯…。

インスタグラムで人気のツレヅレハナコ

が、いつものたまごを最高においしく食

べるレシピ 100 を紹介する。かわいい

イラストやおいしそうな写真も満載で、

簡単にできるレシピも豊富な一冊。 

郷土資料 

「護符図鑑」 

島田裕巳｜ビオ・マガジン 

2022.4 

 

疫病退散、厄難消除、家内安全、

開運招福、良縁祈願…。神や仏の

姿を写したお札は、祈りの力を最大

限に発揮させるツール。日本を代

表する、護符・神札・御影札 100選

を、ご利益や使い方とともに写真で

紹介する。 

「地球、この複雑なる 

惑星に暮らすこと」

ヤマザキ マリ、養老 孟司 

文藝春秋｜2022.5 

                

世界中に広がる未知の疫病、戦争、

自然災害。この数年で情勢は大きく 

変化し、人間が翻弄される一方で、

昆虫は変わらず日々を生きていた。 

昆虫愛好家の両氏による、昆虫を

軸に様々なテーマを広げる対談本。 

「西洋美術 105人の巨匠」 

岡部 昌幸｜三才ブックス 

2022.5 

 

師匠が本物のハエと勘違いした描

写力のジョット、入浴姿の妻を 30年

描き続けたボナール、愛人の連れ

子の面倒も見たモネ…。西洋美術

の巨匠の代表作を、逸話を中心とし

たプロフィールとともに紹介する。 

「もっと知りたいアイヌの美術」 

山崎 幸治｜東京美術 

2022.2 

 

アイヌ文様の装飾が美しい衣

服 、小刀 、蝦夷細工 、木彫 り

熊、カムイへの祈りの道具…。内

部に豊かな多様性が存在する

アイヌ民族の歴史や、アイヌ民

族 によって制 作 ・使 用 された

品々を紹介。伝統を受け継ぐ作

家たちの声も収録。  

（貸出可能資料あり） 

実用書 
「緊張しないからだ作り 

ワークブック」 

かわかみ ひろひこ 

ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 

2022.3 

私たちは無意識のうちに身体を緊

張させたまま生活しています。自分

の身体や呼吸を意識して、余分な

力を抜いてみませんか？様々な舞

台で本当の実力を発揮できるように

自分の身体と仲良くなろう！ 

 

「ウェルカム・ホーム！」 

丸山 正樹｜幻冬舎｜2022.5 

            

特養老人ホーム「まほろば園」で働く

新米介護士の大森康介は、戦場の

ような慌ただしい毎日を送っていた。 

新しい仕事が見つかるまでの辛抱。 

その一心で取り組む康介だったが、

ベテランの鈴子先輩やそれぞれに

思いを抱える入居者と接する内に、

目の前の仕事と向き合うようになる。 
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新着資料のご紹介  

実用書 
「楽園図鑑」 

清水 浩史 

河出書房新社｜2022.3 

 

澄み渡る海と白い砂浜、そして自然

が織りなす神秘的な風景…異国を

彷彿とさせるその場所は、なんと全て

が国内にあった！本書では、まさに

「楽園」という言葉がふさわしい日本

の無人島37ヵ所を厳選して紹介。夏

のバカンス気分を高めてくれる一冊。 



「アヒルちゃんまって！」 

マグナス・ウェイトマン 作 

ひさかたチャイルド｜2022.4 

 

ウサギのミミが川で水遊びをしている

と、大切にしているおもちゃのアヒルが

流されてしまいました。ミミは、おにいち

ゃんのププとペペと一緒に 

ボートに乗り込み、おもちゃ 

のアヒルを追いかけます。 

絵さがしも楽しめる絵本。 

               

「あっちもこっちも 

この世はもれなく」 

いとう みく 作 

ＰＨＰ研究所｜2022.4 

 

公太は背が低いが、仲良しの希来里

は背が高くて手足も長い。そんなふた

りがバレーボールのジュニア 

クラブに入ると、希来里は 

半年でスタメンに。 

「これって不公平だ」と思う 

公太だが、希来里は…。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ティーンズ 
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「空を見上げてわかること」 

斉田 季実治 著 

ＰＨＰ研究所｜2022.4 

 

天気も人も「今」の先に「未来」があ

る。未来のありたい姿に近づけるかど

うかは今日の自分にかかっている。

朝ドラ「おかえりモネ」の気象考証を

担当した気象キャスターの 

斉田季実治が気象予報士 

の仕事内容や身を守る気 

象情報などを解説する。 

新着資料のご紹介  

クラシック 『チャイコフスキー：三大バレエ組曲≪白鳥の湖≫≪眠りの森の美女≫ 

≪くるみ割り人形≫』 B/ﾁ 

クラシック 『ウィーン少年合唱団 ゴーズ・ポップ』 H/ｳ 

洋楽 『アリシア・キーズ ヒアー』 K/ｷ 

ポップス 『定番！ヒット演歌ベスト』 L/ﾃ 

子ども向け 『こどもと楽しむ５分落語』 O/ｺ 

朗読 『埋蔵金千両 鬼平犯科帳より』 P/ｲ 

朗読 『オズの魔法使い Ｄｉｓｃ１～Ｄｉｓｃ２』 P/ﾎ/1 

落語 『柳家花録 ちりとてちん 蜘蛛駕籠』 Q/ﾔ/4 

その他 『頭によく効く 脳活性集中力をたかめる 音楽 BEST』 Z/ｱ 

その他『人気のコーラスソング』 Z/ﾆ 

「パッピプッぺポーのパンケーキ」 

あいはら ひろゆき 文 宮野 聡子 絵 

KADOKAWA｜2022.3 

 

こぐまの３兄弟のパッピ、プッペ、ポー

は、だいすきなおばあちゃんの誕生日

のお祝いに、ふわっふわのパンケーキ

をつくりました。ところが、 

おいしそうなパンケーキを 

前にした３兄弟は、つい 

お味見をしてしまい…。 

しらべもの 

「きょうりゅうバスでとしょかんへ」 

リウ・スーユエン 文 リン・シャオペイ 絵 

世界文化社｜2022.4 

 

図書館でおはなしを聞くミミたち。きょうり

ゅうくんもいっしょにおはなしを聞きます

が、「しずかにしてね」という約束を忘れ

て、ついつい大きな 

鳴き声をあげて 

みんなをびっくり 

させてしまいます。 

児童書 
 

児童書 

新着ＣＤ  
釧路市立美術館 

展覧会のおしらせ 

【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：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） 

「昔の道具で郷土ごはん」 

農文協 編 

農山漁村文化協会｜2022.3 

 

電気やガスが整備されていなかっ

た昭和初期の農家の生活を取り上

げ、昔から使われてきた道具であ

るすり鉢とすりこぎ、おろし器、蒸し

器、すしおけを使った郷土料理の

レシピを豊富なイラストや写真で紹

介する。 



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     

 

８月の行事カレンダー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

時間：１３：００～ 場所：７階多目的ホール 座席数：５０席 

令和 4 年 8 月 2 日 釧路市中央図書館報    
 

（4） 
 

今月の上映作品紹介 

11：00～11：30 11：00～11：30 14：30～15：00 

11：00～11：30 

休館日 

14：30～15：00 

14：30～15：00 11：00～11：30 11：00～11：30 

対面 

図書館バス巡回日程（８月～９月） 

対面 

対面 

休館日 

５日(金) 
６日(土) 

１１日(木) 
祝日上映会 

１２日(金) 
１３日(土) 

１９日(金) 
 ２０日(土) 

２７日(土) 

「真夏の夜の夢」 

邦画（ファンタジー）/イギリス 

２０１６年/９０分 

音声：英語，字幕：日本語 

「殯(もがり)の森」 

邦画（人間ドラマ）/日本，フランス 

２００７年/９７分 

音声：日本語，字幕：なし 

「戦場にかける橋」 

洋画（戦争）/イギリス，アメリカ 

２００２年/１６２分 

音声：英語，字幕：日本語 

「もういちど」 

邦画（人間ドラマ）/日本 

２０１４年/９５分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「プロフェッショナル 
仕事の流儀 １１７ 

山の王者に挑む」 
 ドキュメンタリー（社会）/日本 

２０１７年/４９分 

音声：日本語，字幕：なし 

独裁者シーシアスは、美女ヒ

ポリタとの結婚式を強引に計

画。部下イジーアスは娘ハー

ミアに死刑を宣告するが、ハ

ーミアは森に駆け落ちする。 

山間のグループホームで、亡き

妻の思い出と暮らすしげきと、

子どもを亡くした喪失感を抱

える介護福祉士の真千子は、少

しずつ打ち解け合っていく。 

第二次世界大戦下のビルマ。日本

軍の捕虜収容所に英軍捕虜が送

られた。彼らには鉄橋建設が命じ

られ、工事は進み橋の完成は近づ

くが…。（みんなでシネマ上映会） 

修行を諦め、独り長屋に流れ着い

たたい平は、そこで出会った少年

に落語を教えることに。いつしか

親子の様に笑い合う 2 人は、自分

を取り戻していく。 

知床の猟師・久保俊治は、単独

での猟にこだわり、一撃で仕留

めるのが信条。足跡を追い、確

実に仕留められる距離まで近

づく、緊迫の現場に密着する。 

 

休館日 

対面 

対面 

マンスリー朗読会 

17：30～18：00 

文学館 

休館日 

（資料整理日) 

14：30～15：00 

対面 

対面 

11：00～11：30 

対面 

11：00～11：30 
対面 

釧路高専公開講座 

13：00～15：10 休館日 

休館日 

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 8月 9月

火 9・23 13・27

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 10・24 14・28

木 11・25 8・22

金 12・26 9・23

　　※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 5・19 2・16

3・17 7・21

木 4・18 1・15

第1

と

第3

じ　　か　　ん

時　　　間 8月 9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 23（第4火) 13（第2火)

火 2・16 6・20


