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■クリスマスおはなし会■
クリスマスやサンタクロースのおはなしが
盛りだくさん！１時間のスペシャルおはな
し会です。途中参加、途中退室可能です
ので、ぜひお気軽にご参加ください。
日時：１２月２４日(土) １１：００～１２：００
場所：４階おはなしコーナー

■年末年始休館のお知らせ■
１２月２９日（木）～２０２３年１月３日(火)までは、
年末年始のため休館となります。長い休館となりますの
で、ぜひたくさん本を借りてくださいね！
１月４日(水) ９：３０より通常通り開館いたします。

■福 BOOK・福引■
何が入っているかわからない、福ＢＯＯＫ♪ 自分では選ばな
い本に出会うチャンスです！
福引は、本・ＣＤを３点借りるごとに１回引けますので、年始の
運試しに是非！

福 BOOK
日時：令和５年１月４日（水） ９：３０～１９：３０
場所：中央図書館５階（一般書）・４階（児童書）
西部・東部・中部地区図書館
セットがなくなり次第、終了します。

福引
日時：令和５年１月４日（水） １０：００～１５：００
場所：中央図書館４階
本や CD を３点借りるごとに１回引けます。
クジがなくなり次第、終了します。
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。

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。

●俳句ライヴ
１２月１１日（日） １３：００～１５：００ 事前申込制

●マンスリー朗読会（明輝高校放送局）
１２月１８日（日） １３：００～１３：３０

事前申込制

７階 展示室
●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） ９：３０～１９：３０
※初日は１４：００から、最終日は１５：００まで

●三人三様展（主催：釧路絵画グループ）
１２月６日(火)～１８日（日） ９：３０～１９：３０
※初日は１２：００から、最終日は１５：００まで

●春採湖なんでもパネル展
●釧路湿原・阿寒摩周国立公園 ゼロカーボンパークパネル展
（主催：釧路市役所市民環境部環境保全課）
１２月２０日(火)～２７日（火） ９：３０～１９：３０
※初日は１１：００から、最終日は１６：００まで

７階 グループ学習室 1
●認知症に関する相談会
１２月７日(水) １３：３０～１６：００
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
「若葉荘の暮らし」

「素数とバレーボール」

「我、鉄路を拓かん」

畑野 智美｜小学館｜2022.9

平岡 陽明｜講談社｜2022.9

梶 よう子｜PHP 研究所｜2022.9

洋食屋のアルバイトで生計を立てる

４１歳の誕生日を迎えた元弱小男子

黒船来航により時代が移り変わった

望月ミチルは、感染症の影響を受け

バレーボール部の部員達にかつての

明治初期。文明開化が進められる

収入が激減。帰る場所も頼れる人も

仲間・ガンプ君から、奇妙な内容の

なかで、新橋～横浜間に日本初の

無く、孤独に生きることへの不安に

メールが送られてきた。音信不通の

鉄道が開通されることに。全区間で

頭を悩ませていたミチルに、友人が

みつる君を見つけ、５万年後の入部

特に難所とされた、海上を走行する

紹介したのは四十歳以上独身女性

届が全員分揃ったら、５００万ドルを

芝～品川間の築堤という難工事を

限定シェアハウス「若葉荘」だった。

支払う。謎の依頼に導かれ、人生の

請け負ったのは、西洋鉄道に憧れる

岐路に立つ男たちは再び集結する。

土木請負人の平野屋弥市だった。

実用書
「県境マニアと行く
くるっとふしぎ県境ツアー」

「オタク婚活はじめます」
横井 睦智｜すばる舎｜2022.7

桜井 輝子｜エクスナレッジ｜2022.8

田仕 雅淑｜技術評論社
2022.7

「ファンタジー配 色
アイデア事典」

日本人の５人に１人が何らかのオ
タクであり「オタク市場」はふくらむ

赤ずきんやシンデレラなど「物語」を

ショッピングモールの中にあったり、

一方の昨今。そんな中、オタクの

テーマにした配色事典。おとぎ話や

神社の中にあったり、「県境」は実に

未婚率は男女ともに高い。もしリア

地域伝承をモチーフとしたデザイン

多彩でバラエティ豊かである。定番

ルなパートナーがいれば、趣味を

制作、創作に役立つこと間違いナ

のスポットとマイナーな場所を織り交

長く不安なく楽しめるはず。全属性

シ！配色パターンの他、イメージイ

ぜ、全国の「県境」をまんべんなく紹

対象、オタクの結婚への最短ルー

ラストも掲載しており、具体的な使

介する。県境の歴史も解説。

トがここに…！！

用例が分かりやすい一冊。

実用書
「タモ網１本ではじめられる
魚とり」
仲 義輝｜山と渓谷社｜2022.8

郷土資料
「南部しず子の
新・漬物１６０」

「小さなかがやき」
長倉洋海 写真

南部しず子｜北海道新聞社

谷川俊太郎 詩

2022.9

偕成社｜2022.8

自分と水辺の生き物をつなぎ、１本

素材の味を引き出すよう塩などの調味

あれば数多くの生き物を手にすること

料は控えめにして、少量でも作れて冷

ができる「タモ網」。道具の選び方や

蔵庫で漬け込みや保存ができる漬物

タモ網を使った魚とりのテクニック、タ

レシピを紹介。北海道の漬物や、漬物

モ網でとれる魚９９種と魚以外の生き

を使ったアレンジレシピ、古漬けを再利

物５４種について解説する。

用した料理も紹介する。

写真家が世界各地で出会った子ど
もたちの魅力的な素顔と、詩人が自
分の内なる子どもを通して世界へむ
けて綴った言葉の数々。響きあう写
真と詩から聞こえる、明日へのメッセ
ージ。
（貸 出 可 能 資 料 あり）
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新着資料のご紹介
児童書
「バジとばじくん」
松丘 コウ 作・絵

「よるのやおやさん」

「おおきいかさ」

穂高 順也 作 田中 六大 絵

ｴｲﾐ—・ｼﾞｭ—ﾝ・ﾍﾞｲﾂ 作

文渓堂｜2022.9

のざかえつこ 訳

フレーベル館｜2022.9

化学同人｜2022.9
昼間はにぎやかなやおやさんも、夜に

なんでもできる、自分と同じ名前の「ば
じくん」に嫉妬するバジ。ばじくんにどう
にか勝とうと考えますがうまくいきませ
ん。雨が降るなか、ドロ
のつけあいをしたふたりは
仲良くなって・・・。

なるととてもしずか・・・なはずが?!野菜

ここに、赤い傘がひとつ。背が高くても、

に手と足がにょきにょき出てきて、学校

けむくじゃらでも、足が何本でも、どんな

ごっこを始めました。緑、

姿をしていても大丈夫。どんな人だって

黄、赤のピーマンたちが

入れる、大きくて、やさしい傘です。

先生をすることになった

どんな時も自分の居場

のですが・・・。

所があることを伝える、
心温まる絵本。

しらべもの

児童書
「ブロッケンの森の
ちっちゃな魔女」

「小学生博士の神社図鑑」
佐々木 秀斗 著

ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ・ﾘｰｽｹ 作 ももろ 絵

ティーンズ
「「死んでもいいけど、死んじゃだめ」
と僕が言い続ける理由」

桜の花出版｜2022.9

静山社｜2022.9

大空 幸星 著
河出書房新社｜2022.9

小学生の神社博士・秀斗くんの自
家で、魔女の魔法の本を見つけたミニ

由研究を書籍化。「古事記を読ん

苦しいときは、誰かに頼れば出口は必

ー。本に書いてある魔法のほとんどを

でわかったこと」「神社とお寺、どこ

ず見つかるー。３６５日無料チャット相

覚えたミニーはちっちゃな魔女にな

がちがうの？」など、神社や日本の

談を立ち上げた現役慶大生が、自身

り・・・。悪魔と魔女の夜祭り

神様にまつわる、身近

の経験をもとに、心を守

で有名なドイツのブロッケン

だけどよく知らない知識

るための具体的なヒントを

山に住んでいる、ちっちゃな

をたのしく紹介します。

紹介する。

女の子の５つの物語。

新着ＣＤ
クラシック 『火の鳥 イーゴリ』 B/ｽ
クラシック 『ヴェルディ オペラ合唱曲集』 G/ﾍ

釧路市立美術館
展覧会のおしらせ
12 月休館日： 月曜日、12/20～1/3

ジャズ 『ＧＲＥＡＴＥＳＴ ＪＡＺＺ』 J/ｱ
洋楽 『ボン・ジョヴィ グレイテスト・ヒット』 K/ﾎ
邦楽 『能・狂言』 M/ﾉ
子ども向け 『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂

紅子の“運だめし”音楽集』 O/ﾌ

落語 『５分落語 たった５分で落語のイイトコどり 第九巻』 Q/ｺ/9
落語 『落語名人寄席 其之四 寄合酒 厄払い Ｄｉｓｃ９』 Q/ﾗ/4-9

【ミニ企画】 川瀬敏夫展―人たちー

郷土音楽 『アイヌ神謡集』 R/ｱ

日時： 11/19（土）〜12/18（日）

その他『音楽を愛して、音楽に愛されて』 Z/ｵ

料金： 一般 140 円、大学生以下無料
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１２月の行事カレンダ
月

火

水

木

金

土

日

１

２

３

４

表示マーク

対面

５

６

７

８

９

１０

休館日
１３

１４

１５

１６

俳句ライヴ
13：00～15：00

11：00～11：30

１７

休館日
２０

14：30～15：00

２１

２２

２７

14：30～15：00

２８

２９

休館日

マンスリー朗読会
13：00～13：30

11：00～11：30

11：00～11：30

２４

休館日
対面

対面

文学館

２３

休館日

おはなし会

１８

対面
対面

２６

文学館

11：00～11：30

14：30～15：00

１９

１１

対面
対面

１２

上映会
13：00～

11：00～11：30

11：00～11：30

14：30～15：00

（資料整理日)

３０

２５

クリスマス
おはなし会
11：00～12：00

３１

年末年始の休館 12/29（木）～1/3（火）

対面

今月の上映作品紹介

時間：１３：００～

２日(金)
３日(土)

場所：７階多目的ホール

９日(金)
１０日(土)

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。

座席数：５０席

１６日(金)
１７日(土)

２４日(土)

「書くことの重さ」

「スノーホワイト」

ドキュメンタリー（文学）/日本

洋画(ファンタジー)/アメリカ

邦画（人間ドラマ）/日本

２０１３年/９１分

２０１５年/１１４分

２０１３年/１１５分

１９３８年/６９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：なし

音声：英語，字幕：日本語

田中と甲本が高校卒業後に結成した“房総
スイマーズ”は、３０歳前にしても売れる
気配がない。冴えない日々を打開するため
に始めた交換日記で本音を語り合ううち、
２人の関係に微妙な変化が起こる。

クリスマス、４人のゴーストがロン
ドンの街に舞い降りた。そこで起こ
る、たったひとつの奇跡とは…。こ
のクリスマス、あなたの家にも奇跡
が起こる。
（みんなでシネマ上映会）

村上春樹、中上健次と並び評された
作家・佐藤泰志。芥川賞候補に５度
選ばれたが、ついに受賞することは
なかった。命を削るように書き続け
た生きざまに迫る。

「ボクたちの交換日記」

かつて、世界を闇に包んだラヴェンナ女
王は白雪姫たちに滅ぼされ、平和が訪れ
たはずだった。だが女王には、さらに強
力な魔力を持つ“氷の女王”という妹が
いた。（みんなでシネマ上映会）

「クリスマス・キャロル」
洋画（人間ドラマ）/アメリカ

図書館バス巡回日程（12 月～１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

12月

6

1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

17

はしどい学園
第2 水

7・21

4・18

14：30 ～ 15：10

おたのしけふじた

第4

13：30 ～ 14：10

5・19

6・20

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

17（第3火）

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

12月

1月

13：30 ～ 14：10

13・27 10・24
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：00
14：10 ～ 14：40

14・28 11・25

15：00 ～ 15：30
13：30 ～ 14：10

8・22 12・26
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10

9・23 13・27
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。

