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釧路市中央図書館

■としょかんフェスタ２０２２

開催！■

今年もコロナウイルス感染症拡大防止の対策をしながら開催い
たします。イベントの詳細はポスター・チラシをご覧ください！

日程：１０月２９日（土）～１１月３日（木）

■

２０２２ 第７４回
釧路市芸術祭協賛事業

「北海道開拓史を語る・観る」■

いまから６５年前に公開された映画「大地の侍」上映と、原作となっ
た小説の朗読をします。整理券配布中です！

日時：１０月１０日（月） ①１３：００～ ②１７：００～
場所：中央図書館 ７階多目的ホール
整理券配布場所：中央図書館７階・生涯学習センター
定員：各回５０人

■幸せを呼ぶ読みきかせ

■

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。

～本を読むと、どんな良いことがあるの？～
釧路市で活動するおはなしネットぼんぼん主催の講演会
です。申込不要ですので、お気軽にご参加ください。

日時：１０月１１日（火） １０：３０～１２：００
場所：中央図書館 ７階多目的ホール

■令和４年度

図書館ボランティア養成講座■

新規の図書館ボランティアを募集します。内容は、本を棚に戻した
り整理する作業（フロアワーク）と、よみきかせです。

日時：１０月２０日（木） １３：３０～１５：３０
募集人数：フロアワーク １０人、よみきかせ ５人
申込：１０月１日（土）から ７階事務室へ直接またはお電話で

■みんなで紙芝居を見よう■
くしろ紙芝居の会のみなさんが紙芝居を読んでくれます！
入退室自由ですので、お気軽にお越しください。

日時：１０月２２日（土） １３：００～１４：００
場所：中央図書館 ４階おはなしコーナー
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、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 多目的ホール
●エコフェア２０２２～SDGｓの視点から～
１０月１日（土） １０：００～１６：００
主催：くしろエコ・フェア実行委員会

7 階展示室でも
イベントを行います

●第１４回釧路子ども俳句大会
１０月９日（日） １３：００～１４：３０
主催：釧路俳句連盟

●講話「平和のつどい」
１０月１５日（土） １５：００～１６：１５
主催：釧路市平和都市推進委員会

●マンスリー朗読会（リーディングサービスコスモス）
１０月１６日（日） １３：００～１３：３０

事前申込制

●２０２２年 第７４回釧路市芸術祭 市民俳句大会
１０月２３日（日） １３：００～１４：３０
主催：釧路俳句連盟

７階 展示室
●釧路市芸術祭参加「文学色紙展」
１０月１１日(火)～１６日（日） ９：３０～１９：３０
※初日は１１：００から、最終日は１５：００まで
主催：釧路市芸術祭実行委員会

●平和図書読書感想文受賞作品展
１０月１８日(火)～２３日（日） ９：３０～１９：３０
※初日は１２：００から、最終日は１６：００まで
主催：釧路市平和都市推進委員会
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新着資料のご紹介
文学・小説
「凍る草原に鐘は鳴る」

「紙の梟」

「やっと訪れた春に」

天城 光琴｜文藝春秋｜2022.7

貫井 徳郎｜文藝春秋｜2022.7

青山 文平｜祥伝社｜2022.7

遊牧を生業とする民・アゴールの娘

一人の中学生が、いじめ加害者の

橋倉藩は代が替わるごとに、本家と

マーラは、幼い頃から憧れ続けた

名前をインターネットに公開した後、

分家から交互に藩主を擁していた。

「生き絵師」のお役目に任命される。

自ら命を絶った。加害者側に対する

近習目付の長沢圭史と団藤匠は、

だが時同じくして、一切の動くものが

世間の非難は高まり、遂に関係者の

藩内が二分するのを防ぐかすがいと

見えなくなる厄災が国中を見舞い、

殺害まで及ぶ(「レミングの群れ」)。

なり共に役目を長年担ってきたが、

人々の生活も一変する中、マーラは

人を一人殺すと死刑になる。新たな

次期藩主の急逝に伴い百十八年の

生き絵師として芸の在り方を求める。

秩序に支配されて生きる、歪な人間

体制が終わりを迎える。その矢先、

模様を切り取った五つの罪の物語。

藩の重鎮が刺殺された報せが届く。

実用書
「山口マオ作品集」

「日本の絶滅危惧知識」

「新・恐竜骨格図集」

山口 マオ｜玄光社｜2022.7

吉川 さやか｜ベストセラーズ

G.Masukawa｜イースト・プレス

2022.6

2022.6

作家として幅広い分野で活動してき

お月見は２回する? 縁起のいい箸、

発見された恐竜の骨の形や寸法を

た山口マオ。画業３５周年を記念し

よくない箸って? そのうち忘れ去ら

忠実に再現した骨格図集。ステゴ

出版された今回の作品集では、こ

れてしまいそうな日本古来の風習

サウルス・ウングラトゥス、プラテオサ

れまでのアートワークを紹介する。ま

や、先人たちがつないできた日本の

ウルス・トロッシンゲンシスなど、新ス

た 川 上 弘美 、谷 川俊 太 郎ら の 寄

知識について、その本質や変遷の

タンダードとなる復元骨格図全１７９

イラストレーター、アーティスト、絵本

しわ た ろ う

稿、葛西薫との対談、ギャラリストが

歴史などを紹介。「吝太郎」って、ど

種類を収録。恐竜好きのスタッフも

語る「山口マオ」なども収録。

んな人のことだろう…？

大満足な１冊。

実用書

郷土資料

アレッサンドロ・マルツォ・マーニョ

「Ｆｒｏｇ ａｎｄ Ｔｏａｄ
クロスステッチＢＯＯＫ」

「お酒で壊れた人が
集まる場所で」

柏書房｜2022.7

宗 のりこ｜成文堂新光社｜2022.7

最上 うみみ｜竹書房｜2022.5

目次、イタリック体、正誤表、ページ

がまくんとかえるくんの友情をユーモラ

番号、索引、文庫本…。これらはす

スに描いた絵本「Ｆｒｏｇ ａｎｄ Ｔｏａｄ」

べて、たった一人の人物によって発

をモチーフにしたクロスステッチ図案

明された！史上初のベストセラーを

集。独特の色使いや世界観をそのま

世に送り出し、読書の世界に革命を

まかわいい刺繍に再現。絵本のシーン

もたらした、アルド・マヌーツィオの生

を思い浮かべて、針と糸で物語を紡げ

涯を描く。

ば、優しい気持ちになれるかも。

「初めて書籍を作った男」

お酒への依存が強く、自分では飲酒
を止められなくなってしまった著者。
アルコールを断 つための自 助 グ
ループで仲 間 に出 会 い、苦 しみ
ながらも自 分 と向 き合 う力 を得
ていく。自 身 の半 生 を語 るコミッ
ク第 ２弾 。
（貸 出 可 能 資 料 あり）
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新着資料のご紹介
児童書
「ホホジロザメ」

「ぼうやはどこ？」

「なみのいちにち」

沼口 麻子 文 関 俊一 絵

アン・ハンター 作

阿部 結 作｜ほるぷ出版｜2022.6

福音館書店｜2022.6

化学同人｜2022.5
わたしは波。新しい太陽が顔をだして、

大きさは最大６メートル超。世界中のほ

きつねのぼうやがいなくなっちゃった!

わたしのいちにちが始まる。ねぼすけの

ぼすべての海にすんでいるホホジロザ

パパがあちこち探してみても、どこにも

鳥たちを起こし、海で働く者を送り出し、

メ。普段はおとなしく、ゆっくり泳いでい

見当たりません。みんなは見つけられ

午後はお昼寝して…。早朝から深夜ま

るが、狩りのときはスピードを上げて獲

るかな? おとぼけパパ

で、様々な表情を見せる波を、海の町

物を追いつめる。海の中

と、こぎつねぼうやの

で育った著者が

でのホホジロザメの生態を

のんきな楽しい

生き生きと描いた

迫力のある絵で描く。

かくれんぼ絵本。

絵本。

しらべもの

児童書
「生まれかわりのポオ」
森 絵都 作｜金の星社｜2022.6

「「ヒロシマ消えたかぞく」
のあしあと」

ティーンズ
「空白小説」
氏田 雄介 小狐 裕介 水谷 健吾 著

指田 和 著｜ポプラ社｜2022.7

ワニブックス｜2022.5

ポオとぼくとママはいつも一緒だった。

広島に原爆が落とされるまでたしか

書き出しと結びの文だけが決まってい

でも、ぼくが９才の時にポオが亡くなっ

に生きていた鈴木六郎さん一家を

るショートショート集。「吾輩は猫であ

た。ポオに会いたいと泣き続けるぼく

描いた写真絵本「ヒロシマ消えたか

る→名前はまだない」「犯人はこの中

に、ママは「生きものには

ぞく」のその後の軌跡。

にいる→私がやりました」

それぞれ神様からもらった

絵本完成後も取材を

など、空白をどう埋めるか

時間があるんだよ」と物語

続けた著者が、絵本

で物語は予想もできない

を作ってくれた。めぐる命を

ができるまでや戦争の

方向へと展開し、書き出し

描いた物語。

「あしあと」を綴る。

や結びの意味も変化する。

ポオは背中にハートマークがあるネコ。

新着ＣＤ
クラシック 『全日本吹奏楽コンクール２０２１ 大学・職場・一般編 Ｖｏｌ．３』 C/ｾ/'21

釧路市立美術館
展覧会のおしらせ

クラシック 『愛と憧れ』 H/ト
ジャズ 『Ｇｅｔ Ｍｙ Ｍｏｊｏ Ｂａｃｋ』 J/ｳ
洋楽 『Ｐｏｋｅｍｏｎ２５：ザ・アルバム』 K/ｹ
ポップス 『なかにし礼と７５人の名歌手たち』 L/ﾅ
朗読 『「ことば」を育てる 教科書に載った名作 Ｖｏｌ．１ Ｄｉｓｃ１～２』 P/ｺ/1-2
落語 『落語名人寄席 其之四 豆や かけとり』 Q/ﾗ/4-4
落語 『落語名人寄席 其之四 現代艶笑話』 Q/ﾗ/4-6
効果音 『効果音てんこもり』 S/ｺ
その他『まどろみの手まわしオルゴールベスト』 Z/ﾏ

【特別展】小川けんいちワールド
日時： 9/23（金）〜11/13（日）
10：00～17：00
休館日： 月曜日（10/10 を除く）
11/15～18
料金： 一般 600 円、大学生以下無料
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１０月の行事カレンダ
月

火

水

木

金

土

日

１

２

表示マーク

上映会
13：00～

11：00～11：30

３

４

５

６

７

８

休館日

対面
対面

１０㊗

１１

１２

講演会「幸せを
呼ぶ読みきかせ」
10：30～12：00

１７

１８

１３

１５

対面

14：30～15：00

１９

文学館

２０

対面

２１

２６

２３

「みんなで紙芝居
を見よう」
13：00～14：00

11：00～11：30

２７

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

２２
対面

14：30～15：00

対面

マンスリー朗読会
13：00～13：30

11：00～11：30

ボランティア養成講座
13：30～15：30

２５

１６

対面

休館日
２４／３１

１４

おはなし会

11：00～11：30

11：00～11：30

14：30～15：00

朗読と映画「大地
の侍」上映
13：00／17：00

９

２８

11：00～11：30

２９

３０

休館日

休館日
対面

（資料整理日)

14：30～15：00

今月の上映作品紹介

時間：１３：００～

11：00～11：30

場所：７階多目的ホール

座席数：５０席

８日(土)

１４日(金)

２１日(金)
２２日(土)

２９日(土)

「弾丸を噛め」

「海よりもまだ深く」

「パッチ・アダムス」

洋画（西部劇）/アメリカ

邦画(人間ドラマ)/日本

洋画（人間ドラマ）/アメリカ

「プロフェッショナル １２２
運命の１冊、あなたのもとへ」

１９７５年/１３１分

２０１６年/１１７分

１９９８年/１１５分

音声：英語，字幕：日本語

音声：日本語，字幕：日本語

音声：日本語，字幕：日本語

1900 年初頭の西部。賞金 2000 ドルの
1120 キロ耐久レースに集まった、一癖
も二癖もある 8 人の猛者が、想像を絶
する大冒険に挑むウエスタン・アドベ
ンチャー。
（みんなでシネマ上映会）

ダメ人生を更新中の中年男、良多。元妻に
愛想を尽かされ、養育費も満足に払えな
い。良多の母の家に、たまたま集まった「元
家族」は、台風のため帰れなくなり、一夜
限りの家族の時間が始まるが…。

自殺癖を持つアダムスは、“笑い”が心の
癒しになると気づき、名門大学の医学部に
入学。治療の一環で患者を楽しませること
を主張するが理解されず、彼は無料診療院
を開設する。
（みんなでシネマ上映会）

ドキュメンタリー（社会）/日本
２０１８年/４４分
音声：日本語，字幕：なし

北海道で小さな本屋を営む岩田徹。岩
田が行うのは、予算 1 万円で客に合っ
た本を選ぶ「1 万円選書」
。読書歴や
境遇などから人物像をあぶり出し、人
生に寄り添う「運命の 1 冊」を選ぶ。

図書館バス巡回日程（10 月～11 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

10月

4

11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

4・18

がくえん

1・15

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

5・19

2・16

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

6・20

3・17

7・21

4・18

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

1

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

10月

11月

13：30 ～ 14：10

11・25 8・22
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：00
14：10 ～ 14：40

12・26 9・23

15：00 ～ 15：30
13：30 ～ 14：10

13・27 10・24
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10

14・28 11・25
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。

