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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（北陽高校放送局） 

１月２９日（日） １３：００～１３：３０  事前申込制 

第 188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。 
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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。 

≪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 

ホームページや館内ポスターでも詳細を確認いただ

けます。 

釧路市中央図書館だより １月号  

■伝統芸能の基礎講座 「能を楽しもう！」■ 
 

若武者や翁、女に鬼。表情豊かな面をつけて演じられ

る能の魅力を教えていただきます。子どもも大人も一緒

に、能の世界を楽しみませんか？ 

 講師：高橋義雄 氏（釧路宝生会主宰） 

 日時：令和５年１月２２日（日） １３：３０～１５：３０ 

 場所：中央図書館７階多目的ホール 

 定員：２０人 

 申込：中央図書館７階事務室へ直接またはお電話で 

■冬のおはなし会■ 
 

くしろ紙芝居の会とおはなしネットぼんぼんの共同企 

画「冬のおはなし会」です。楽しいおはなしがもりだくさ 

ん。大人も子どももいっしょに楽しんでください。 

日時：１月９日(月・祝) 11：00～12：00 

場所：中央図書館 ７階多目的ホール 

申込不要・出入り自由  

■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、本や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 （セットがなくなり次第、終了） 
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  

福引 （クジがなくなり次第、終了） 
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。 

詳細は文学館だよりをご覧ください。 

■釧路市図書館 

全館臨時休館のお知らせ■ 
図書館システム更新のため、下記の日程で

中央図書館・図書館バス・地区図書館・音

別町ふれあい図書館・阿寒町公民館図書

室・釧路文学館が臨時休館となります。ご不

便をおかけしますがご理解のほど、宜しくお願

い致します。 

休館期間 

令和５年２月２２日（水）～２８日（火） 

 ３月１日（水）から、通常通り開館いたします。 

■北方領土パネル展■ 
日時：１月２８日(土)～２月１５日（水） 

９：３０～１９：３０ 

※初日は１３：００から 

場所：中央図書館 ７階展示室 

主催：千島歯舞諸島居住者連盟釧路支部 

共催：釧路市中央図書館 

今
年
も
よ
ろ
し
く 

お
願
い
い
た
し
ま
す 
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 「水底のスピカ」 

乾 ルカ｜中央公論新社 

2022.10 

             

札幌の高校に東京から転校してきた

汐谷美令は、端正な容姿と優秀な

成績で注目されるが「東京の人」と

呼ばれ、クラスの中で孤立していた。 

不器用に友情を育み、それぞれが

「秘密」を抱く少女たちの青春物語。 

 

 

 

文学・小説 

郷土資料 
「かぎ針編みで作るモチーフ 

＆模様 BOOK」 

成美堂出版編集部｜成美堂出版  

2022.10 

編み始めから、編み目記号とその編み

方、はぎ・とじの仕方まで、かぎ針編み

の基本をわかりやすく解説。模様編み

図案集やモチーフ集のほか、マフラー

などの基本の小物の作り方も掲載す

る、何度も見返したい便利な一冊。 

「世界のおみやげ図鑑」 

地球の歩き方編集室編集 

Gakken｜2022.10 

 

おみやげには旅のストーリーが詰ま

っている！オンリーワンの伝統雑貨

から、現地の味、日用品まで、122

の国・地域のおみやげを、旅の雑学

や国・地域の基本情報とともに紹介

する、ちょっとした旅気分を楽しむこ

とが出来る一冊。 

 

「家事は大変って 

気づきましたか？」 

阿古 真理｜亜紀書房｜2022.10 

 

時代が変わっても、家事は楽になっ

ていない。明治から令和まで、家事

と仕事の両立を目指してきた女性た

ちの歴史、それぞれの時代の暮らし

と流行を豊富な資料で解き明かし、

家事に対する人々の意識の変遷を

読み解く。 

「麻阿と豪」 

諸田 玲子｜PHP研究所 

2022.10 

 

加賀藩藩主・前田利家の娘である、

柴田勝家の猶子に嫁ぐも豊臣軍に

攻め滅ぼされ、秀吉の側室となった

麻阿と、秀吉の養女として慈しまれ

宇喜多家に嫁ぐが、関ケ原の合戦で

運命が変わる豪。己が人生を歩み、

互いのために助け合う姉妹を描く。 

 

 

 

 
「岡村昭彦を探して」 

松本 直子｜紀伊國屋書店

2022.8 

 

ベトナム戦争を内面から報じ注目さ

れた国際報道写真家、岡村昭彦。

渡辺淳一の小説『阿寒に果つ』に出

てくる殿村知之は、岡村をモデルに

したと言われている。岡村の姪であ

る著者が岡村の生き方、駆け抜け

た時代を丁寧にまとめている。 

 

「日本の美しい水族館」 

銀鏡 つかさ 

エクスナレッジ｜2022.9 

 

全国の水族館を巡り、情報発信を行

う著者。北は北海道から南は沖縄ま

で、趣向を凝らした展示が魅力の水

族館を厳選して紹介する。写真を通

して、神秘的で美しいその空間を、思

う存分味わうことができる一冊。 

実用書 

「ぷくのたんけん うみのそこ」 

こたかみちる｜みらいパプリッシング

2022.10 

 

お誕生日にきれいな灯りをもらった

小さな魚のぷく。頭に灯りをつけて探

検に出発すると、ぼうやが迷子にな

ってしまったと泣いているくらげに出

会いました。ぷくは、いっしょにくらげ

のぼうやを探すことになり…。釧路市

出身・絵本作家こたかみちるさんの

デビュー作。 

（貸出可能資料あり） 

「小説家の一日」 

井上 荒野｜文藝春秋 

2022.10 

            

不倫関係の男女が交わすメールの

応酬。いじめを受ける生徒がトイレの

壁に残す落書き。付箋メモを使った

伝言のやり取り。小説、SNS、日記、

レシピといった「書くこと」をテーマに

日常を切り取った、さざなみのような

読後感が心に残る十編の短編集。 
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新着資料のご紹介  

実用書 



「ねことことり」 

たての ひろし 作 なかの真実 絵 

世界文化ブックス｜2022.10 

 

小枝を束ねる仕事をしている猫のもと

に、小鳥がやってきました。巣づくりを

する小鳥に、猫が毎日１本ずつ小枝を

分けてあげると・・・。歩み 

寄るふたりの思いを美しい 

細密画で描く、心あたたま 

るファンタジー。 

               

「なりたいわたし」 

村上しいこ 作 北澤平祐 絵 

フレーベル館｜2022.10 

 

千愛は３年生になってから、なんだかう

まくいかない。友だちの輪になじめなく

て・・・。学童クラブ「くえよん」を舞台

に、女の子たちの友情と悩み、将来へ

のあこがれを描く、やさしくて、 

ちょっぴりほろ苦い物語。 

「作って発見！西洋の美術」 

 音 ゆみ子 著・工作 

東京芸術｜2022.10 

 

楽しく「工作」することで美術を「鑑

賞」する感性も養う小学生向け実

用書。ピカソやゴッホ等への高い評

価の根拠となる技法やアイデアに

着目した工作を紹介する。 

作ることで得られる美術 

鑑賞の視点を提供。 

 

 

 

 

 

 

ゆき 

 

 

 

 

 

 

       

ティーンズ 

クラシック 『ガーシュウィン パリのアメリカ人  ミヨー ニューヨークのフランス人 他』 B/ﾐ 

クラシック 『モーツァルト ホルン協奏曲 全集』 D/ﾓ 

クラシック 『フロイデ』 F/ﾍ 

ジャズ 『ピアノ・パーティ』 J/ｺ 

邦楽 『北国のうた ベスト・リクエスト』 L/ｻ 

子ども向け 『ジャッキーのしあわせ 絵本読み聞かせ＆ 

「くまのがっこう」オリジナルソング ベスト』 O/ｸ 

朗読 『麻布ねずみ坂 鬼平犯科帳より』 P/ｲ 

朗読 『不思議の国のアリス Ｄｉｓｃ３～Ｄｉｓｃ４ ２』 P/ｷ/2 

郷土音楽 『ＫＯＩ ＮＯ Ｋ ＴＯ Ｋ 釧路と関西をつなぐ曲』 R/ｱ 

その他 『アルティメット・プリンセス・セレブレーション・アルバム』 Z/ｽ 
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新着ＣＤ  
釧路市立美術館 

展覧会のおしらせ 

新着資料のご紹介  

「カベレオンの 

となりのへやはどんなへや？」 

かべがみやほんぽ作 よしだよしえい絵 

星雲社｜2022.10 

動物たちのシェアハウスに引っ越してき

たカベレオン。「遊びにおいでよ！」と、

となりの住人に誘われたカベレオンは

みんなの部屋を見てまわる 

ことに・・・。壁紙の色に合わ 

せて色が変わるカベレオンも 

探してみよう！ 

「世界を平和にする第一歩」 

河出書房新社 編  

井手上 漠ほか 著 

河出書房新社｜2022.10 

 

なぜ争いは起きるんだろうー。 

いま世界を平和にするためにできること

って？作家、看護師、ピアニスト、アイド

ルなど３０歳以下の１９人が 

平和について考え、綴った 

アンソロジー。 

しらべもの 

「ゆきのげきじょう」 

荒井 良二 作 

小学館｜2022.10 

 

スキーをはいて一人、出かけた男の

子。とうさんのだいじな本をやぶいてし

まったことを考えていた男の子は、くぼ

みがあるのを忘れて、落 

ちてしまいました。すると 

そこにあかりのついた小さ 

な劇場をみつけ・・・。 

1月休館日： 月曜日、12/20～1/3 

 

【コレクション展】 

展覧会の３０年―企画展を振り返るー 

日時： 1/4（水）〜2/5（日） 

     10：00～17：00 

料金： 一般 140円（大学生以下無料） 

児童書 
 

児童書 



１月の行事カレンダー 
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 

２３/３０ ２４/３１ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対面 

休館日 対面 

14：30～15：00 11：00～11：30 11：00～11：30 

11：00～11：30 11：00～11：30 14：30～15：00 
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対面 

時間：１３：００～ 場所：７階多目的ホール 座席数：５０席 

休館日 

今月の上映作品紹介 

14：30～15：00 

図書館バス巡回日程（1 月～2 月） 

休館日 

対面 

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。 

マンスリー朗読会 

13：00～13：30 

文学館 

対面 

休館日 

（資料整理日) 11：00～11：30 

能を楽しもう！ 

13：30～15：30 

６日(金) 
７日(土) 

９日(月) 
祝日上映会 

１３日(金) 
１４日(土) 

２０日(金) 
２１日(土) 

２８日(土) 

「北極のナヌー」 

ドキュメンタリー（自然）/アメリカ 

２００７年/８４分 

音声：日本語，字幕：なし 

「レ・ミゼラブル」 

洋画（ミュージカル）/アメリカ，イギリス 

２０１２年/１５８分 

音声：英語，字幕：日本語 

「少年寅次郎スペシャル」 

ドラマ（コメディ）/日本 

２０２１年/９８分 

音声：日本語，字幕：なし 

「グレートウォール」 

洋画（アクション）/アメリカ，中国，香港 

２０１６年/１０３分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「横道世之介」 

邦画（人間ドラマ）/日本 

２０１２年/１６０分 

音声：日本語，字幕：なし 

海に浮かぶ氷の世界、北極。氷

が解けて狩場を失うという、過

酷な環境の変化の中で生まれ

た白くまナヌーは、エサを求め

る独りぼっちの旅にでる。 

ジャン・バルジャンは司教の真

心に触れ、市長とまでになる。

そんな折、不思議な運命で結ば

れたフォンテーヌに愛娘を託さ

れる。（みんなでシネマ上映会） 

最愛の妹さくらに見送られ葛

飾・柴又を旅立った車寅次郎。あ

れから１年、さまざまな思い出が

胸をよぎる。ドラマ「少年寅次郎」

のノーカット完全版。 

強力な武器を求めて旅をする

ウィリアムは、万里の長城で謎

の生物に遭遇。それは万里の長

城が築かれた最大の要因だっ

た。（みんなでシネマ上映会） 

横道世之介は上京したばかり

の１８歳。お人好しの世之介は

周囲の人たちを惹きつける。彼

のいなくなった１６年後、優し

い記憶が鮮やかに響きだす。 

 

対面 

11：00～11：30 

対面 

14：30～15：00 

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 1月 2月

火 10・24 14

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 11・25 8

木 12・26 9

金 13・27 10

　　※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 6・20 3・17

4・18 1・15

木 5・19 2・16

第1

と

第3

じ　　か　　ん

時　　　間 1月 2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 17（第3火） 7

火 17 7・21

11：00～11：30 

冬のおはなし会 

11：00～12：00 

図
書
館
シ
ス
テ
ム
更
新
の
た
め 

２
月 

 

日(

水)

か
ら 

 

日(

火)

ま
で 

図
書
館
バ
ス
の
巡
回
は
お
休
み
で
す
。 

２２ 

２８ 

休館日 

休館日 

福 BOOK 

福引 

対面 


