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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（リーディングサークル VEGA） 

１１月２７日（日） １３：００～１３：３０  事前申込制 

第 186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番 1号 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、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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●１５４周年灯台記念日特別展「釧路の燈台」 

（主催：釧路海上保安部） 

１１月３日(木・祝)・４日（金） ９：３０～１７：００ 

１１月５日(土) ９：３０～１６：００ 

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。 

釧路市中央図書館だより 11 月号  

●若年性認知症の人と家族の集い 

１１月１２日（土） １０：００～１２：００ 

主催：釧路市役所福祉部介護高齢課 

●絵画サークル朱の会作品展 （主催：絵画サークル朱の会） 

１１月６日(日)～１３日（日） ９：３０～１９：３０ 

※初日は１３：００から、最終日は１５：００まで 

■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・チラシやホーム

ページをご覧ください！ 

日程：１０月２９日（土） 

～１１月３日（木・祝） 
 

■釧路自然再発見シリーズ No.54 

シマエナガさんお元気？ 

講演と森での観察散策会■ 
 

四季を通じて春採湖畔はシマエナガの絶好の天国。前半は、

シマエナガ撮影の第一人者・山本光一さんが最新刊の写真

集を手にしながら、シマエナガの生活に迫っていく講演会で

す。後半は、場所を春採湖畔に移して、可愛いシマエナガと

出会うための手ほどきをうけましょう。 

日時：１１月２６日（土） １０：１０～１２：４０ 

場所：中央図書館 ７階多目的ホール・春採湖畔 

定員：５０人  参加費用：１００円（保険料） 

申込：くしろせんもん学校（0154-51-3195）へ 

主催：くしろせんもん学校・釧路武佐の森の会 

■としょかん動画コンテスト最優秀作品公開■ 
 

７月から８月にかけて、「としょかん動画コンテスト」作品募

集を行い、図書館を PRする動画を作成していただきました

が、審査の結果、最優秀賞が決定しました！１１月１日には

表彰式を行い、最優秀賞作品は図書館内やホームページ

でみなさんにご覧いただけるようにいたします。詳細は、館

内の案内やホームページでご確認ください。 
 

●切り紙&おり紙展 （主催：NPO法人 桜が丘ひぶなクラブ） 

１１月１５日(火)～２０日（日） ９：３０～１９：３０ 

※初日は１０：３０から、最終日は１６：００まで 

●ノワール美術展 （主催：美術集団ノワール） 

１１月２２日(火)～１２月４日（日） １０：００～１７：００ 

※初日は１４：００から、最終日は１５：００まで 

●議員とおしゃべりしませんか！ 議会報告会-2022- 

１１月４日（金） １０：３０～１２：００ 

主催：釧路市議会 申込：釧路市議会事務局（31-4581）へ 

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


 「嘘つきジェンガ」 

辻村 深月｜文藝春秋｜2022.8 

             

緊急事態宣言の煽りを受け、途方に

暮れる上京したての大学生。息子の 

中学受験に気を揉む母親、憧れの

漫画家になりすます女性。ロマンス、

受験、サロン。心の安らぎを求めて

一線を越えてしまった、騙し騙され、

嘘を積み上げる三つの詐欺の物語。 

 

 

 

 

 

 

文学・小説 

郷土資料 
「Ｆｒｏｇ ａｎｄ Ｔｏａｄ 

クロスステッチＢＯＯＫ」 

宗 のりこ｜成文堂新光社｜2022.7 

 

がまくんとかえるくんの友情をユーモラ

スに描いた絵本「Ｆｒｏｇ ａｎｄ Ｔｏａｄ」

をモチーフにしたクロスステッチ図案

集。独特の色使いや世界観をそのま

まかわいい刺繍に再現。絵本のシーン

を思い浮かべて、針と糸で物語を紡げ

ば、優しい気持ちになれるかも。 

「読書会という幸福」 

向井 和美｜岩波書店｜2022.6 

 

読書会は「魂の交流の場」だという。

全員が同じ本を読んできて語り合っ

たり、各々好きな本を持ち寄ったり、

様々なスタイルの読書会がある。皆

で読めば難しい本も読み通せる。日

常では口にしない話題も読書会で

は語り合う。読書会とは新しい自分

と出会う場所でもあるのだ。 

 

「祈り」 

藤原 新也｜クレヴィス｜2022.7 

 

写真家、そして作家、画家、書道家

として時代と向き合い続ける藤原新

也。創作活動の根底に流れる人々

への思いを「祈り」というテーマに込

めた今回の写真集では、生と死を見

つめるような内容となっている。初期

から２０２０年までの写真作品と、全

文書き下ろしの文章を収録。 

 

「ウクライナにいたら 

戦争が始まった」 

松岡 圭祐｜KADOKAWA 

2022.8 

 

単身赴任中の父がいるウクライナへ

母と妹と共にやって来た、高校生の

琉唯。ロシアによる侵攻が迫り、国外

退去に従うも、感染症の影響で出国

出来ずにいた。次第に日常は戦場と

化し、戦禍は一家にも襲いかかる。 

 

 

 

 
「新美南吉童話選集」 

新美 南吉｜IBCパブリッシング

2022.7 

 

新美南吉による温かい童話の世界

を英語と日本語で楽しむことができ

る本。代表作である「ごんぎつね」や

「手袋を買いに」など全１８篇を収

録。英文には単語・熟語の解説もつ

いており、学びながら読むことができ

そうです。 

「あなたのなつかしい一冊」 

池澤夏樹｜毎日新聞出版 

2022.8 

 

子どもの頃に出会った本、大人の世

界を知った本、迷ったときに帰る本。

井上荒野、川上弘美、長倉洋海、尾

崎世界観、桜木紫乃ら、人気作家５

０人が選ぶ「自分だけの一冊」。絵と

文章が響きあうブックガイド。 

実用書 

「クナシリ・メナシの戦い」 

菊池 勇夫 

藤田印刷エクセレントブックス

2022.8 

 

寛政元年、アイヌの人々が決起し、

松前藩の足軽らを襲撃した「クナシ

リ・メナシの戦い」。先住民族である

アイヌの人々は何をどのように失い、

あるいは奪われたのか。歴史的事

実を検証し、その戦いを復元する。 

 

（貸出可能資料あり） 

「祈りも涙も忘れていた」 

伊兼 源太郎｜早川書房 

2022.8 

            

新人キャリア警察官・甲斐彰太郎が

赴任した先は、全国犯罪認知件数

ワースト 5に入る V県警の捜査一課

だった。経験豊かな部下達の視線を

物ともせず、捜査官としての実力を

徐々に身につけ、やがて警察内部が

関わる大事件へ巻き込まれていく。 
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新着資料のご紹介  

実用書 



               

「あなたにあいたい」 

宮野 聡子 作・絵 

教育画劇｜2022.7 

 

小さな休憩所の伝言板に「あいたい」

の文字を見つけたうさぎ。こりすやくまく

んと「だれに、あいたいのかなぁ？」と

話していると・・・。みん 

なの「あいたい」がたく 

さんの、やさしい気持 

ちになる絵本。 

「みけねえちゃんにいうてみな 

     ぼくはおにいちゃん」 

村上 しいこ 作 くまくら 珠美 絵 

理論社｜2022.6 

 

ともくんのうちで年下の男の子を預かる

ことに。「おにいちゃん」をたのまれたと

もくんは、その理想像になれるかドキド

キが止まらなくて・・・。 

自信がなくてもみけね 

えちゃんがいるから大 

丈夫！ 

「だれよりも速く走る 

義足の研究」 

 遠藤 謙 著｜偕成社｜2022.7 

 

義足アスリートが、健足アスリートを

超える。それが実現した時、人類

の新たな可能性の幕開けになるは

ずー。目指すは人類 

最速！挑戦し続ける 

義足エンジニアが身 

体の未来を語る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

クラシック 『１９８２  武満徹世界初演集』 B/ﾀ 

クラシック 『ショパン  ワルツ集(全曲)』 F/ｼ 

ジャズ 『スウィング・ジャズ  ベスト』 J/ﾃ 

洋楽 『フランシス・レイ  珠玉の名曲集 美しく切ない永遠の旋律』 K/ﾚ 

洋楽 『ノラ・ジョーンズ  アイ・ドリーム・オブ・クリスマス』 N/ｼ 

子ども向け 『ＫＩＤＳ ＢＯＳＳＡ  ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ＰＲＥＳＥＮＴ』 O/ｷ 

朗読 『グッドラック（Ｇｏｏｄ  Ｌｕｃｋ）』 P/ﾛ 

落語 『落語名人寄席 其之四  都々逸坊や  Ｄｉｓｃ７』 Q/ﾗ/4-7 

郷土音楽 『Ｎｏｅｌ（ノエル）』 R/ﾏ 

その他『フィギュアスケート名曲ベスト』 Z/ﾌ 

【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 

料金： 一般 600円、大学生以下無料 

「自分を好きになれない君へ」 

野口 嘉則 著 

小学館｜2022.7 

 

今感じていることをそのまま受け入れ

る、自分の中の「してはいけない」に

「してもいいよ」のメッセージを出す、

他者との間に「ノー」と言える境界線

をひくー。人間関係の中 

で最も重要な「自分との 

関係」の守り方を伝える。 

新着ＣＤ  

ティーンズ 

釧路市立美術館 

展覧会のおしらせ 
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新着資料のご紹介  

「スタコラサッサ」 

花山 かずみ 作 

こぐま社｜2022.6 

 

いただきまーす！ごはんを食べようとし

たとたん、タコさんウインナーがぽとんと

落っこちてしまいました。そのウインナー

がスタコラサッサと逃げ 

出して・・・。ゆかいなリズ 

ムが楽しい絵本。 

しらべもの 

「リゼッテうそをつきにいく」 

ｶﾀﾘｰﾅ ｳﾞｧﾙｸｽ作 ふしみ みさを訳 

クレヨンハウス｜2022.8 

 

リゼッテとトカゲのボビは「すごいウソ」を

つきに出かけます。たまたま出会ったゾ

ウのポポフに「バカンスに行く」とウソをつ

いたはずでしたが・・・。 

フランスから来たか 

わいくてちょっとヘン！ 

な絵本。 

 

児童書 
 

児童書 

第９６回道展 第６６回釧路移動展 

日時： 11/22（火）〜27（日） 10：00～17：00 

                ※最終日は 16：00まで 

料金： 一般 500円、高校生以下無料 

11月休館日： 月曜日、11/15～18 

 

【ミニ企画】 川瀬敏夫展―人たちー 

日時： 11/19（土）〜12/18（日） 

料金： 一般 140円、大学生以下無料 



１１月の行事カレンダ
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     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14：30～15：00 11：00～11：30 11：00～11：30 

対面 

休館日 
対面 

令和 4 年 11 月 1 日 釧路市中央図書館報    
 

（4） 
 

11：00～11：30 11：00～11：30 

対面 

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。 

休館日 

11：00～11：30 
14：30～15：00 

休館日 

対面 

マンスリー朗読会 

13：00～13：30 

文学館 

時間：１３：００～ 場所：７階多目的ホール 座席数：５０席 

対面 

今月の上映作品紹介 

休館日 

（資料整理日) 

図書館バス巡回日程（11 月～12 月） 

対面 

対面 

11：00～11：30 

４日(金) 
５日(土) 

１１日(金) 
１２日(土) 

１８日(金) 
１９日(土) 

２３日(水) 
祝日上映会 ２６日(土) 

「調査屋マオさんの恋文」 

ドキュメンタリー（医療）/日本 

２０１９年/７８分 

音声：日本語，字幕：なし 

「ライアーライアー」 

洋画（コメディー）/アメリカ 

１９９７年/８６分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「俳優亀岡拓次」 

邦画（人間ドラマ）/日本 

２０１６年/１２３分 

音声：日本語，字幕：日本語 

 
「深夜食堂」 

 邦画（人間ドラマ）/日本 

２０１５年/１１９分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「名探偵登場」 

洋画（ミステリー）/アメリカ 

１９７６年/９４分 

音声：英語，字幕：日本語 

元調査屋のマオさんは、認知症

を発症した妻の記録を始める。

戦後を駆け抜けたマオさんと妻

の日常を温かく描く愛の記録。 

弁護士フレッチャーは天才的な嘘

つき。ところが息子の願いを神様

が叶え、全く嘘がつけなくなって

しまう。（みんなでシネマ上映会） 

脇役メインの俳優、亀岡拓次。居

酒屋の若女将・安曇に恋をした彼

に、世界的監督のオーディション

を受けるチャンスが訪れた。 

 

 

ちょっとワケありの客たち

が訪れる深夜食堂。懐かしい

味に胃袋を満たし、明日への

一歩を踏み出していく。 

「豪華晩餐の殺人」への招待状

が届き、顔を揃えた 5 人の探偵。

そこに現れた主は殺人を予告す

る…。（みんなでシネマ上映会） 

 

中央図書館

朗読会 

13：00 

～15：30 

シマエナガさんお元気？ 

(講演など) 

10：10～12：40 

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

第1

と

第3

じ　　か　　ん

時　　　間 11月 12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 1 6

火 1・15 6・20

水

金 4・18 2・16

2・16 7・21

木 3・17 1・15

11・25 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

じ　　か　　ん

時　　　間 11月 12月

火 8・22 13・27

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 9・23 14・28

木 10・24 8・22

金

11：00～11：30 

対面 

14：30～15：00 
対面 

休館日 


