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釧路市中央図書館
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■絵本作家シゲリカツヒコさんワークショップ■
『ぱんつ！パンツ！Ｐａｎｔｓ!?
絵本作家シゲリカツヒコさんとパンツのデザインをしちゃおう♪』
緻密なタッチと奇想天外なストーリー展開で絵本ファンを魅了している
シゲリカツヒコさん。昨年行う予定だったワークショップですが、新型コロ
ナウイルスの影響により、３度の開催延期を経て今年いよいよ開催で
す。シゲリさんの絵本『だれのパンツ？』にちなんだワークショップ。シゲ
リさんと楽しい時間を一緒に過ごしませんか。ワークショップ後には、サ
イン会を予定しています。

日時：１０月３０日(日) １３：３０～１５：００
場所：中央図書館 ７階多目的ホール
対象：小・中学生 定員：２０人
「としょかんフェスタ 2022」
申込：９月１７日（土）から
企画のひとつです♪
（７階事務室へ直接またはお電話で）

■スペシャルおはなし会■
最初の３０分は「鳥のおはなし会」、そのあとは ALT の先生たちによる
「英語のおはなし会」を開催します。申込不要、入退室自由ですので、
お気軽にお越しください。

日時：９月１７日（土） １１：００～１２：００
場所：中央図書館 ７階多目的ホール

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

●マンスリー朗読会（オーディオブック鑑賞会）
９月４日（日） １３：００～１３：４５

事前申込制

●「鳥居省三と北海文学」記念講演会
９月２５日（日） １３：３０～１５：００ 事前申込制

●アイヌ文化人形劇 「タケシロウとルイカ」

■長倉洋海

特集コーナー■

釧路出身の写真家・長倉洋海さん主宰の長倉商店塾、塾生による写真
展がくしろ港町ギャラリーにて９月１３日(火)～１８日(日)で行われます。
それに合わせて、中央図書館５階では、長倉さんの書籍を集めて特集
コーナーを設けています。

日時：８月２７日(土)から９月２９日(木)まで
９：３０～１９：３０
場所：中央図書館 ５階
※くしろ港町ギャラリー（入場無料）
釧路市北大通８丁目-１ 古書かわしま２階（旧喫茶ラルゴ）
OPEN 11:00 / CLOSE 19:00 写真展は、最終日は 17：00 まで
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。

９月１３日（火） ①１５：００ ②１７：００ 事前申込制
定員：３０人 申込先：特設ウェブサイト「ほっかいどうアイヌ文化

●認知症カフェ

キャラバン」

９月２１日（水） １３：００～１５：００ 申込不要
主催：釧路市役所福祉部介護高齢課

７階 展示室
●シャドウボックス ラ・マーニ作品展
９月７日(水)～１１日（日） ９：３０～１９：３０
※初日は１２：００から、最終日は１８：００まで
主催：シャドウボックス ラ・マーニくしろ

●「絵てがみ」展示会
９月１４日(水)～２７日（火） ９：３０～１９：３０
※最終日は１７：００まで
主催：「絵てがみ、はじめませんか」教室

７階 グループ学習室１
●認知症相談会
９月２１日(水) １３：３０～１６：００ 申込不要
主催：釧路市役所福祉部介護高齢課
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新着資料のご紹介
文学・小説
「鯨の岬」
川﨑 秋子｜集英社｜2022.6

「殺し屋の息子」
永瀬 隼介｜中央公論新社

「あるじなしとて」
天津 佳之｜PHP 研究所｜2022.6

2022.6
仁和二年。文章博士ならび式部省

息子家族と暮らす主婦の奈津子は
鯨が腐敗爆発する動画をきっかけに

かつては特攻隊長として名を馳せ、

少輔を務める菅原道真は、讃岐国

遠い記憶を思い出す (「鯨の岬」)。

今では帰る場所を失った元ヤクザの

国司に任命される。意にそぐわない

資源調査の為に蝦夷地へ赴任した

明石と、過去に大手柄を挙げるが、

左遷へのわだかまりが消えることなく

平左衛門は、過酷な大地で生きる

自ら犯した過ちで失脚した元刑事の

讃岐の地を踏む道真だったが、民が

人々と親交を深める(「東陬遺事」)。

藤原。現役時代、協力関係にあった

おかれている現状を目の当たりにし、

北国を舞台に命を描く骨太の一冊。

二人が成功を夢見る一人の青年、

改革を決意。徐々に文人ではなく、

裏社会をも巻き込み再び交差する。

政治家としての手腕を発揮していく。

実用書
「自由民権義士 岩田徳義」

「ＥＤＮＥ」

若井 正｜風媒社｜2022.6

ｊｕｎａｉｄａ｜白泉社｜2022.6

三河・岡崎藩出身の岩田徳義は、

junaida が描く、合わせ鏡の迷宮。

リボンの光沢、軽やかな羽根、クリス

ジャーナリストとして、自由民権の思

不朽の名作、ミヒャエル・エンデの

タル、人物や動物の作品も。写真の

想家として数多くの事績を残した。そ

「鏡のなかの鏡」へ捧げる 30 遍のオ

ように表現するリアル色鉛筆画の描

の生涯を、新史料を駆使して描く。

マージュ。シンメトリーに見えて、同じ

き方を紹介しています。あなたもこ

さらに、釧路市宮本町の由来となっ

でない絵。始まりと終わりがつながる

の本の美しい表紙のような色鉛筆

た釧路初代郡長・宮本千万樹を追

不思議な世界―。見るものを魅了

画が描けるようになるかも…！？

う研究ノート「脱兎 宮本千万樹」も

する、美しさと思索に満ちた 1 冊。

「あなたにも描ける、
本物のように美しい色鉛筆画」
村松 薫｜日本文芸社｜2022.6

収録。

実用書

郷土資料

「オウムアムアは
地球人を見たか？」

「食べて元気になる
５５歳からのｏｎｅチンおかず」

「アイヌのビーズ
美と祈りの二万年」

アヴィ ローブ｜早川書房｜2022.4

武蔵 裕子｜主婦と生活社｜2022.4

池谷 和信｜平凡社｜2022.3

2017 年、観測史上初めて太陽系外

料理が億劫になってきたと感じたときこ

から謎の天体が突如飛来した。「オウ

そ、レンチン１回の超簡単で美味なお

ムアムア」と名付けられたその正体は

かずで健康を守りましょう。電子レンジ

どうも「異星人の宇宙船」と考えるしか

で手軽に作れる栄養のあるおかずや、

ないようだ。それをふまえて地球上の

ご飯、麵のレシピを紹介します。お手軽

科学は今後どこへ向かう？と天体物

なのにおいしくて、火を使わないから安

２ 万 年 前 の 石 の 玉 か ら 、現 代 の
アイヌ工 芸 家 が作 る首 飾 りまで、
北 海 道 にお けるビーズ文 化 に考
古 、歴 史 、民 俗 を 中 心 にして多
面 的 にアプローチ。その持 続 と変
遷 をたどり、世 界 のビーズ文 化 の
なかに位 置 づける。
（貸 出 可 能 資 料 あり）

理学者が私たちに問いかける。

心安全に調理できます。
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新着資料のご紹介
児童書
「ありがとうなかよし」

「へびながすぎる」

「ドーナツペンタくん」

しもかわら ゆみ 作

ふくなが じゅんぺい 作

柴田 ケイコ 作｜白泉社｜2022.6

講談社｜2022.5

こぐま社｜2022.5
ペンギンのペンタくんはキッチンカーで

おっとっと! ある日、石につまずいて転

なが～いへびを、へびとはきづかず、

移動するドーナツ屋さん。頭にかぶった

びそうになったところを、とかげくんに助

楽しく遊ぶ動物たち。ウサギはおおな

ドーナツがトレードマーク。夏の海水浴場

けてもらったねずみくん。お礼にきれい

わとびをして、ゴリラはターザンごっこ!?

にはお客さんがたくさん。あげたてのおい

な花をあげると…。「うれしい」気持ちを

驚きとユーモアたっぷりの展開に、つぎ

しいドーナツは次々と売れていき、ペン

分かち合うふたりの

つぎとページを

タくんは大忙し。実は、

出会いから仲良しに

めくりたくなる

そんなペンタくんの

なるまでの物語。

絵本。

正体は…。

しらべもの

児童書
「コカチン」
佐和 みずえ 作｜静山社｜2022.4

「桃太郎は
嫁探しに行ったのか？」

ティーンズ
「マスクと黒板」
濱野 京子 著｜講談社｜2022.4

倉持 よつば 著
元寇で知られるモンゴル帝国皇帝フビ

新日本出版社｜2022.5

話すときはマスクをつけて、距離をと
る。文化祭も運動会も中止らしい。こ

ライには最愛の娘がいた。その名はコ
カチン。おてんばで、狼を追い草原を

お姫様を連れ帰ってきている昔話

れまでとは変わってしまった学校生

駆け回っていた姫の暮らしは、ある日

「桃太郎」はあるのか。地域によっ

活。味気ない日々を送る、中２の輝

遠い砂漠の地の王との

て桃太郎のお話は違う

たちはついに動きはじめ

結婚話で一転する。

のか。中学生が、日本各

た！日本中の学校が

自ら運命を切り開く姫の

地の伝承昔話を読み比

経験した「コロナの日々」

勇気と恋の大冒険ファン

べ、桃太郎を新たな視点

からのささやかな抵抗の

タジー。

で読み解く。

物語。

新着ＣＤ
クラシック 『全日本吹奏楽コンクール２０２１ 中学校編 Ｖｏｌ １』 C/ｾ/'21
クラシック 『サン＝サーンス：組曲≪動物の謝肉祭≫他』 E/ｻ
洋楽 『ロッド・スチュワート

ブラッド・レッド・ローゼス』 K/ｽ

世界の音楽 『クレモンティーヌ

アン・プリヴェ～東京の休暇』 N/ｸ

子ども向け 『あそびの素〈ちょい足しレシピ付き〉』 O/ｱ
朗読 『芸者変転 剣客商売より』 P/ｲ
朗読 『オズの魔法使い Ｄｉｓｃ３～Ｄｉｓｃ４』 P/ﾎ/2

釧路市立美術館
展覧会のおしらせ
休館日：月曜日、9/13～22
【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
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）

落語 『落語名人寄席 其之四 井戸の茶碗 稽古屋』 Q/ﾗ/4-2

【特別展】小川けんいちワールド

その他 『井上芳雄・ミーツディズニー～プラウド・オブ・ユア・ボーイ～』 Z/ｲ

日時： 9/23（金）〜11/13（日） 10：00～17：00

その他『ハラミ定食

料金： 一般 1,200 円、高大生 600 円、

Ｓｔｒｅｅｔｐｉａｎｏ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ』 Z/ﾊ

中学生 300 円
小学生以下無料（要保護者同伴）
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９月の行事カレンダー
月

火

水

木

金

土

日

１

２

３

４
文学館

対面
11：00～11：30

14：30～15：00

５

６

７

８

９

１３

１４

１５

１６

２０

14：30～15：00

２１

２２

１８
文学館

スペシャルおはなし会
11：00～12：00

対面
対面

おはなし会

11：00～11：30

１７

休館日

対面

２７

14：30～15：00

２８

２９

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

２４

２３㊗

対面

拓本体験教室
13：00～15：30

２５
文学館

対面

２６

上映会
13：00～

１１

11：00～11：30

14：30～15：00

１９㊗

11：00～11：30

対面
対面

１２

マンスリー朗読会
13：00～13：45

１０

休館日

表示マーク

鳥居省三と北海文学
13：30～15：00

11：00～11：30

11：00～11：30

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～

場所：７階多目的ホール

座席数：５０席

２日(金)
３日(土)

１６日(金)
１７日(土)

１９日(月)
祝日上映会

２３日(金)
祝日上映会

２４日(土)

「つつんで、ひらいて」

「バリー・シール」

「蝉しぐれ」

「９人の翻訳家」

ドキュメンタリー（社会）/日本

洋画（アクション）/アメリカ

邦画（時代劇）/日本

洋画(サスペンス)/ フランス，ベルギー

「ブラウン神父の事件簿
ＶＯＬ．８」

２０１９年/９３分

２０１８年/１１５分

２００５年/１３１分

２０１９年/１０５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：日本語

音声：フランス語，字幕：日本語

「装幀者」菊地信義。彼が手
掛ける「ものづくり」の過程
や、本づくりに懸ける人々を
真摯に見つめ、３年間追い続
けたドキュメンタリー。

天才的な操縦技術を持つバリ
ー・シールは、CIA の極秘作戦
に加わるが、麻薬王らと接触
し、運び屋の才能を開花させ
る。（みんなでシネマ上映会）

江戸時代末期、東北の海坂藩。15
歳の牧文四郎は剣術と学問に励
み、隣家の娘・ふくに淡い恋心を
抱いていた。ある日、藩内の争い
に文四郎の父が巻き込まれ…。

全世界待望の推理小説「デダリュ
ス」の各国同時出版に向け、9 カ
国の翻訳者が集められた。外部と
の接触は禁止されているが、原稿
の一部がネットに流出し…。

ドラマ（ミステリー）/イギリス
２０１８年/８９分
音声：英語，字幕：日本語

ブラウン神父が活躍する世界
的ミステリー。
・「ロザリオの謎」
・「エルサレムの娘たち」
※各話に OP、ED が流れます。

図書館バス巡回日程（９月～10 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

9月

10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

6・20

がくえん

4・18

はしどい学園
第2 水

7・21

5・19

14：30 ～ 15：10

おたのしけふじた

第4

13：30 ～ 14：10

6・20

7・21

おたのしけしょうがっこう

はるとりししょ

金

2・16

大楽毛藤田ストア
大楽毛小学校

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

1・15

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

4

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 13（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

9月

10月

13：30 ～ 14：10

13・27 11・25
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：00
14：10 ～ 14：40

14・28 12・26

15：00 ～ 15：30
13：30 ～ 14：10

8・22 13・27
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10

9・23 14・28
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。

