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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 

  出演：くしろ演劇みたい会有志 
  指導・演出：片桐茂貴（釧路演劇協議会会長） 

２月１２日（日） １３：００～１３：３０  事前申込制 

第 189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。 
 

令和 5 年 2 月 1 日 釧路市中央図書館報   
 

（1） 
 

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 ２月号  

■釧路市中央図書館・釧路文学館開館５周年記念 オリジナル缶バッジ販売■ 
 

令和５年２月３日（金）で、釧路市中央図書館・釧路文学館は 

開館５周年を迎えます！たくさんのご利用ありがとうございます。 

５周年を記念して、オリジナル缶バッジを販売いたします。こちら 

は、としょかんフェスタ２０２２の「シマエナガちゃんをさがそう！」 

というイベントの景品として作成したものですが、大変ご好評をい 

ただきましたので、オリジナルグッズとして販売いたします。ぜひ、 

記念にご購入ください♪ 

 販売開始日：２月３日(金) 

 販売場所：中央図書館 ７階事務室 

 販売価格：１つ ￥６０ ※転売目的での購入はお断りします。 

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） 
  

 この期間は、WEBサービスでの、本の予約・延長、  

 ご利用状況の確認等もご利用いただけません。 

 ３月１日（水）から、通常通り開館し、WEBサービスも 

 ご利用いただけます。 

■北方領土パネル展■ 
日時：２月１５日（水）まで ９：３０～１９：３０ 

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 

全８種類＋としょかんフェスタ２０２２限定４種類 
※上段４種類は、「としょかんフェスタ2022」を記念したものです

ので、在庫がなくなり次第販売終了となります。 

●桜木紫乃トークライブ 

２月１９日（日） １３：００～１４：３０ 

               往復はがきで申込（２月１０日必着） 

７階 展示室 

●読書感想文コンクール作品展（主催：釧路市学校図書館協会） 

２月１８日(土)～２１日（火） 

３月１日（水）～３月１２日（日） 

９：３０～１９：３０ ※最終日は１５：００まで 

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


「京都に咲く一輪の薔薇」 

ミュリエル・バルベリ｜早川書房 

2022.11 

             

一度も会ったことがない父の遺言を

聞くため、京都に訪れたフランス人

植物学者のローズ。幸せな生き方を

見失っていたが、寺院を巡り、父の

アシスタントであるポールと出会い、 

頑なだった心も次第に解れていく。 

 

 

 

 

 

文学・小説 

郷土資料 
「着物を楽しむ教科書」 

池田由紀子 監修｜ナツメ社  

2022.11 

 

柄は季節に合わせないといけない？お

芝居に行くときはどんな着物がいい？

着物初心者でも楽しく着られるように、

伝統から着方、所作、コーディネート案

までイラストや写真とともにやさしく解説

する。 

「徳川家康の生涯と 

全合戦の謎 99」 

かみゆ歴史編集部 

イースト・プレス｜2022.9 

本能寺の変の黒幕は実は徳川家

康なのか？人質時代の待遇って？

家康にまつわる９９の謎を取り上げ、

かかわった合戦と豊富なエピソード

をカラービジュアルで解説する。 

今年の大河ドラマに向けて、予習が

できる一冊。 

 

「スヌーピーと生きる」 

リタ・グリムズリー・ジョンスン 

朝日新聞出版｜2022.10 

 

現在も７５の国と２１の言語で連載が

続いている漫画「ピーナッツ」。スヌ

ーピーたちの生みの親、シュルツは

亡くなる直前までアシスタントもつけ

ずに描き続けていた。その生涯とキ

ャラクターたちが誕生した過程に迫

る。 

「鎌倉残影  

歴史小説アンソロジー」 

朝井 まかて 他｜KADOKAWA 

2022.11 

 

一人の女が恋をしたことから全ては

始まった。ある者は遠い昔の哀しい

記憶を辿り、ある者は一幅の仏画に

想いを込める。数多の犠牲を払い、

武士の時代を築いた鎌倉の世を、

五名の名手が鮮明に呼び覚ます。 

 

 

「日本のポスター」 

三好 一｜IBCパブリッシング

2022.10 

 

浮世絵の名残を感じさせる「美人

画」的なポスターから、より多彩でモ

ダンなポスターへ。明治時代末から

大正・昭和初期という、日本のビジ

ュアルデザインが花開いた時代の

ポスターを、飲食品、観光などの分

野別に紹介する。 

 

「子どもへの性暴力は防げる！」 

福井 裕輝｜時事通信社｜2022.9 

 

「性暴力」は望まない性的な言動全

般を指すもので、言葉による性的な

嫌がらせも含む。医師として性暴力

加害者の治療を続けてきた著者が、

あらゆる場面で子どもを被害者にしな

いための方法を徹底的に解説する。 

実用書 

「アイヌのことを考えながら 

北海道を歩いてみた」 

カベルナリア吉田 

ユサブル｜2022.10 

 

アイヌと北海道開拓の歴史、ま

た和人との関係性とは。旅作

家・カベルナリア吉田がアイヌと

は何かを求めて北海道中を歩

いてまわり、実際に見て感じたア

イヌの過去と現在を伝える。 

（貸出可能資料あり） 

 

「タングル」 

真山 仁｜小学館｜2022.11 

            

光量子コンピューター研究・開発の

第一人者である、東都大学工学部

教授の早乙女貴一は、不要不急の

研究と軽んじ予算を削減する日本を

見限り、活動拠点をシンガポールへ

移す。実現化に向けて共同開発を

進める一方、両国を始め大国たちが

利権の獲得に乗り出そうとしていた。 
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新着資料のご紹介  

実用書 



               

「アントンせんせい 

  こまったときはおたがいさま」 

西村 敏雄 作・絵 

講談社｜2022.10 

いつもやさしい動物のお医者さんアント

ン先生は動物たちの人気者。ある夜、

嵐がやってきました。翌朝、ヤギさんが

ケガをしたと聞き外にでる 

と・・・。ユーモラスな画風 

と、おはなしが人気の絵本。 

「もしも深海でくらしたら」 

山本省三 作 長根浩義 監修 

ＷＡＶＥ出版｜2022.9 

 

瑛仁は、お母さんといとこのななみ

ちゃんと一緒に、お父さんが働く深

海ステーションに泊まりに行きま

す。光が届かない深海で、空気は

どうするの？なぞに 

包まれた深海の世 

界を紹介。 

「ホカリさんとふゆのおくりもの」 

はせがわさとみ作 かわかみたかこ絵 

文溪堂｜2022.10 

 

ホカリさんは、小さな町の郵便屋さん。

冬でも手袋とマフラーをして、赤い自転

車に乗って、手紙の配達にでかけます。

ある日、ホカリさんは小さなねずみのこ

に手紙の配達を頼まれて 

・・・。３つのおはなしを収 

録した児童向けよみもの。 

 

 

 

 

 

 

 

ゆき 

 

 

 

 

 

 

       

クラシック 『１２のストラディヴァリウス』 F/ﾔ 

クラシック 『古澤 巌  ジ・エクスタシー・オブ・ゴールド』 I/ﾌ 

ジャズ 『ｆｒｏｍ ＴＯＫＹＯ』 J/ﾎ 

世界の音楽 『ファド  ベスト・オヴ・トラディショナル』 N/ﾌ 

子ども向け 『楽しいリズムなわとび』 O/ﾎ 

朗読 『「ことば」を育てる 教科書に載った名作  Ｖｏｌ．１ Ｄｉｓｃ３～４』 P/ｺ/3-4 

落語 『柳家喬太郎落語集  アナザーサイド 「二廃人」「サソリのうた」』 Q/ﾔ 

その他 『ＮＨＫテーマ音楽集』 Z/ｴ 

その他 『シング ネクストステージ  オリジナル・サウンドトラック』 Z/ｼ 

その他 『ＢＥＳＴ ＯＦ ＴＨＥ ＴＨＲＥＥ ＶＩＯＬＩＮＩＳＴＳ Ⅳ』 Z/ﾍ/4 

新着ＣＤ  

「１４歳からのＳＤＧｓ」 

水野谷 優 編著 國井 修ほか 著 

明石書店｜2022.9 

 

ＳＤＧｓの１７の目標を、“ウェディングケ

ーキモデル”を用いて「環境・生物圏」

「社会圏」、「経済圏」、「パートナーシッ

プ」に分けて整理。ＳＤＧｓの達成へ向

けて活躍している人や、Ｓ 

ＤＧｓに関わる本や映画も 

紹介する。 

 

ティーンズ 
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新着資料のご紹介  

釧路市立美術館 

展覧会のおしらせ 

「まてまてまくら」 

たごもり のりこ 作・絵 

文研出版｜2022.10 

 

夜、まくらを抱えてゴロゴロしていたまり

ちゃんは、ベッドから落ちた拍子に小さ

くなってしまった。まくらは、まりちゃんの

腕から転げてポーンとはね、ぬいぐるみ

うさちゃんと、たぬきちゃん 

の頭にぶつかって・・・。 

２月休館日： 月曜日、2/7～17 

 

しらべもの 

「あくまとけしのみ」 

洞野 志保 作・絵 

偕成社｜2022.11 

 

真夜中、１２時ぴったりに教会の前で３

本足の木の椅子に乗ると悪魔があらわ

れるー。おじいちゃんからこんな言い伝

えを聞いた男の子がさっ 

そく試すと、本当に悪魔が 

現れた！でも現れた悪魔 

は想像とちがっていて・・・。 

【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） 

【コレクション展】 抽象の世界 

日時：2/18(土)～3/26(日) 10:00～17:00 

料金：一般 140円 （大学生以下無料） 

第７０回 釧路郷土作家展 

美術部門：2/18(土)～26(日) 

書・写真部門：3/11(土)～19(日) 

10:00～17:00（最終日は 16：00 まで） 

児童書 
    

児童書 



２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㊗ ２４ ２５ ２６ 

２７ ２８      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
対面 

休館日 
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図書館システム更新のため休館 

対面 

時間：１３：００～ 場所：７階多目的ホール 座席数：７０席 今月の上映作品紹介 

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。 

図書館バス巡回日程（２月～３月） 

マンスリー朗読会 

13：00～13：30 

文学館 

11：00～11：30 

３日(金) 
４日(土) 

１０日(土) 
１１日(金) 

祝日上映会 
１７日(金) 
１８日(土) 

「プレステージ」 

洋画（サスペンス）/アメリカ 

２００６年/１３０分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「ブラウン神父の事件簿 ＶＯＬ．１０」 

 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 

「兎の眼」 

 邦画（人間ドラマ）/日本 

１９７９年/９２分 

音声：日本語，字幕：なし 

「めぐり逢えたら」 

洋画（ラブストーリー）/アメリカ 

１９９３年/１０４分 

音声：日本語，字幕：日本語 

19 世紀末ロンドン。天才マジシャン、

アンジャーとボーデンはライバル同

士。しかしある舞台でアンジャーがマ

ジックに失敗し、死亡する。ボーデン

は逮捕されるも、身に覚えがなく…。 

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。 

小谷芙美はそばにゴミ処理場のある姫松小

学校に赴任する。クラスには処理場で働く人

の子どもがおり、なかでも鉄三は他の生徒と

は口を交わさない不思議な少年だった。 

※映像や音声が一部乱れる場合があります 

最愛の妻を失い、息子と寂しいクリスマ

ス・イブを迎えていたサムは、ラジオで

胸の内を告白。その告白に涙したアニー

は、サムに魅かれていく。そしてバレン

タインの夜…。（みんなでシネマ上映会） 

 

対面 
11：00～11：30 

対面 

14：30～15：00 

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 

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 2月 3月

火 14 14・28

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 8 8・22

木 9 9・23

金 10 10・24

　　※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 3・17 3・17

1・15 1・15

木 2・16 2・16

第1

と

第3

じ　　か　　ん

時　　　間 2月 3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 7 7

火 7・21 7・21

休館日 

対面 

桜木紫乃トークライブ 

13：00～14：30 

文学館 


