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釧路市中央図書館 @kushiro_lib 

７階 多目的ホール 

 

●原田康子「サビタの記憶」 

  ジスイズ朗読会×くしろ読書会 

３月２６日（日） １３：００～１５：００  事前申込制 

第 190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番地 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 

釧路市中央図書館だより ３月号  

詳細は文学館だよりをご覧ください。 

■英語のおはなし会■ 
 

市内の学校にも行っている ALTの先生たちが楽しく読

み聞かせをしてくれます。英語を楽しもう！ 

日時：３月１１日（土） １１：３０～１２：００ 

場所：中央図書館 ７階多目的ホール 

申込不要・出入り自由 

  ※11：00からは通常のおはなし会 

     もあります 

 

■スライドトーク 

  ひがし北海道の美しい野生ランめぐり■ 
 

自然写真家の佐藤照雄さんを講師にお招きし、ランの魅

力が楽しめる内容です。ぜひ、ご参加ください。 

  日時：３月１２日（日） １３：３０～１５：３０ 

場所：中央図書館 ７階多目的ホール 

定員：７０人 

申込：くしろせんもん学校（51-3195） 

    または中央図書館へ 

共催：くしろせんもん学校 

    釧路武佐の森の会 

    釧路市中央図書館 

●オストメイトさろん釧路 

３月１８日（土） １３：３０～１６：００ 

定員：70人 

申込：北海道難病連釧路支部（25-2012）へ 

主催：北身協・日本オストミー協会北海道支部 

７階 展示室 

●読書感想文コンクール作品展 

３月１日（水）～３月１２日（日） 

９：３０～１９：３０ ※最終日は１５：００まで 

主催：釧路市学校図書館協会 

■懐かしの釧路上映会■ 
 

懐かしい釧路の１６㎜フィルム映像をデジタル化したもの

を上映します。①「競え しばれる大地に～第３９回たんち

ょう団体～」②「釧路百年を祝う」③「釧路市開基百年記

念 釧路の夏」の３タイトルを続けて上映します。 

  日時：３月１９日（日） １３：００～１４：３０ 

場所：中央図書館 ７階多目的ホール 

定員：７０人 申込不要 

●牛乳からうまれる○○展 

３月１６日（木）～３月３０日（木） 

９：３０～１９：３０ ※最終日は１４：００まで 

主催：農林水産省北海道農政事務所釧路地域拠点 

資料検索ＱＲコード 

令和５年３月１日から 

変更になっています！ 

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。 

４階 ティーンズルーム 

●釧路市障がい者芸術作品展 北大通特別展示 

３月１１日（土）～３月１７日（金） 

９：３０～１９：３０ ※最終日は１６：００まで 

主催：釧路市福祉部障がい福祉課 

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


「短歌のガチャポン」 

穂村 弘｜小学館｜2022.12 

             

「おふとんでママとしていたしりとりに

夜が入ってきてねむくなる」「おまえ

よく生きてるなあと父がいうあたしが

鼠にいったことばを」古今東西、有名

無名問わず選ばれた百首の短歌に

著者の独特な解説が添えられた、

何が出てくるかお楽しみの短歌集。 

 

 

 

 

文学・小説 

郷土資料 
「少ないボビンではじめる 

あこがれのボビンレース」 

菊地 めぐみ 著 

文化学園文化出版局｜2022.11  

 

型紙にしるされた図案のとおりに、糸を

交差させて作るボビンレース。初心者

でも出来るよう、２０本以内のボビンで

作れる基本のトーションレース、クリュ

ーニーレースとそのアレンジの仕方を

紹介。 

「おうち茶道のすすめ」 

水上 麻由子 

二見書房｜2022.10 

 

「茶道」と聞くと、高価な道具や堅苦

しいしきたりを想像し、尻込みしてし

まう人も多いはず。本書では、そん

なイメージを覆す「おうち茶道」をご

紹介。家にある器や道具を使って、

好きな時間に、自由なスタイルで、

お抹茶を楽しむ方法を提案する。 

 

「生きてりゃ踊るだろ」 

辻本 知彦 

文藝春秋｜2022.10 

 

シルク・ドゥ・ソレイユに日本人男性

初のダンサーとして起用され、米津

玄師の『感電』『パプリカ』を始めとす

るＭＶを手掛ける異能のダンサー・

振付家が、その半生や仕事の足跡

を通して、ダンスの根源的な魅力と

可能性をエピソードと共に伝える。 

「うさぎ玉ほろほろ」 

西條 奈加｜講談社｜2022.12 

 

江戸では中々口に入らない、諸国の

銘菓を目当てに客が日々列をなす

『南星屋』。評判を聞きつけ訪れて

以来、顔馴染みとなった渡り中間の

鹿蔵が、ある時を境にぷつりと姿を

見せなくなる。店主の治兵衛を始め

安否を気遣う南星屋の面々だが、

思わぬ騒動に巻き込まれることに。 

 

 

 

 

 

 

 

「お守りを読む」 

鳥居本 幸代｜春秋社｜2022.11 

 

疫病の脅威から身を護る手だてとし

て誕生し、千年をこえる歴史の中で

日本人の精神を涵養(かんよう)して

きたともいえるお守り。伝承や古典、

史料にみえる多彩な様相からその

起源と変遷をたどり、祈りと願いの文

化を探る。 

「魚は数をかぞえられるか？」 

ブライアン バターワース｜講談社

2022.11 

 

ライオンは敵をかぞえて戦略を立て、

セミは７年周期を把握し、カエルは婚

活のために５回鳴いていた！数学を

中心に神経科学、文化人類学、生

物学と、学問分野を超えて生物の数

的能力に迫る。 

実用書 

「釧路で園芸」 

「緑いっぱい市民運動」世話人会

2022.10 

 

園芸風土から始まり、季節ごとの植

物の管理・冬囲い、剪定など、釧路

地方に特化した栽培のノウハウを丁

寧に紹介。花と緑がいっぱいのまち

づくりを進める人々の知識と愛情が

満ちている。 

(貸出可能資料あり) 

 

「PD検察の犬たち」 

荒木 源｜小学館｜2022.12 

            

東日新聞社取締役・西岡紘一は、

生前親しくしていた社のＯＢの通夜

会場で折原宗夫と出くわす。かつて

新聞協会賞を獲る程のやり手であり

現在は販売局員の折原と酒を酌み

交わすうち、一緒にゼネコン疑獄を

追いかけた検察担当時代の記憶が

西岡の脳裏に浮かび上がってきた。 
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新着資料のご紹介  

実用書 



「そらのゆうびんやさん」 

くまくら 珠美 作 

理論社｜2022.11 

 

下界から旅立った動物たちが憩う、空

の喫茶店。「お届け物です」と郵便屋さ

んの猫のマリオさんがやってきました。

マリオさんは空と下界とを 

行き来して、かつての飼 

い主さんからの大事な思 

いを運んでいて・・・。 

               

「ほんとうにあった 

ふしぎな話：１」 

桜井信夫 文 佐竹美保 絵 

あすなろ書房｜2022.11 

 

にわかには信じがたい、世にもふじ

ぎな話を世界中から集成。ミイラの

作り方、薬として服用された歴史な

ど、ミイラにまつわる驚 

きのエピソードを紹介し 

た「ミイラのなぞ」ほか 

全４編を収録する。 

「勇気を出して、はじめの一歩」 

本田 有明 作 ゆうこ 絵 

小峰書店｜2022.11 

 

幼少期のトラウマや障がい、国籍のちが

いなどから、生きづらさを感じている小

学５年生の健人、杏、ダニエル。３人

は、互いの弱みを補い合いながら友情

をはぐくみ、新たな一歩を 

踏み出していき・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

ゆき 

 

 

 

 

 

 

       

ティーンズ 
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新着資料のご紹介  

クラシック 『熱狂ライヴ！ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 晴れオケ』 A/ﾍ 

クラシック 『ドビュッシー ソナタ＆トリオ』 E/ﾄ 

クラシック 『ラヴェル ピアノ名曲集』 F/ﾗ 

クラシック 『オペラを聴きたくて 美しい花々を愛でながら』 I/ｸ 

ポップス 『本命 スナック歌謡』 L/ｽ 

世界の音楽 『イギリスとアイルランドのフォークソング』 N/ﾁ 

子ども向け 『ＮＨＫみんなのうた 名曲１００歌 １９６１～１９７０年の思い出の歌たち』 O/ﾐ 

落語 『文豪たちと落語』 Q/ﾔ 

朗読 『朗読喫茶 噺の籠～あらすじで聴く文学全集～ 痴人の愛 墨東奇譚 破戒 ９』 P/ﾛ/9 

その他 『楽園への脱出 ハリウッド・アルバム  

ニュー・シネマ・パラダイス～シンドラーのリスト』 Z/ﾎ 

「ねずみくんだーれだ？」 

なかえよしを 作 上野紀子 絵 

ポプラ社｜2022.11 

 

おともだちが次々とやってきて、ねずみ

くんに「だーれだ？」と目かくしします。

ねずみくんは、だれなのかわからず、驚

いてばかり。悔しいので今 

度は自分がだれかを驚か 

せようとしますが・・・。 

新着ＣＤ  

「図解でわかる 

14歳から知る生物多様性」 

インフォビジュアル研究所 著 

太田出版｜2022.11 

 

私たちの便利な暮らしが生物の大絶滅

を引き起こす？！生物多様性の基礎

知識から、いま生きものたちに忍び寄っ

ている危機、人類と生物の関 

係史、生物多様性を守るた 

めにできることまで、豊富な 

カラー図版とともに解説する。 

 

３月休館日： 月曜日、3/28～31 

 

釧路市立美術館 

展覧会のおしらせ 

しらべもの 

【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 

書・写真部門：3/11(土)～19(日) 

10:00～17:00（最終日は 16：00 まで） 

「ピージョのごちそう祭り」 

川端 誠 作 

偕成社｜2022.11 

 

今夜は、ピージョの国の「ごちそう祭

り」。春と秋の満月の夜に開かれ、ピー

ジョの国の４つの村でとれる食材を使っ

て、料理人たちがごちそう 

をこしらえます。そして、ど 

の村のどの料理がおいしい 

のか、その一番をきめ・・・。 

児童書 

児童書 



３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 ２９ ３０ ３１   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 

   ×公開読書会 

13：00～15：00 

文学館 

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 

図書館バス巡回日程（３月～４月） 

３日(金) 
４日(土) 

１０日(金) 
      １１日(土) 

１７日(金) 
２１日(火) 

祝日上映会 
２４日(金) 
２５日(土) 

「怪物はささやく」 

洋画（ファンタジー）/アメリカ，スペイン 

２０１６年/１０９分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「ポテチ」 

邦画（人間ドラマ）/日本 

２０１２年/６８分 

音声：日本語，字幕：なし 

「ベラのワンダフル・ホーム」 

洋画（人間ドラマ）/アメリカ 

２０１９年/９５分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「未知との遭遇」 

洋画（ＳＦ）/アメリカ 

１９７７年/１３７分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「坑道の記憶  
炭鉱絵師・山本作兵衛」 

ドキュメンタリー（芸術）/日本 

２０１３年/７２分 

音声：日本語，字幕：なし 

難病の母と暮らす孤独な少年コ

ナーは、毎夜悪夢にうなされて

いた。ある夜怪物が現れ、3 つの

真実の物語を語るから、4 つ目の

物語を話せと告げる。 

プロ野球スター選手・尾崎と、

空き巣を生業とする今村。別々

の人生を歩んでいるかのよう

に思えた 2 人は、目に見えない

力で引き寄せられていき…。 

野良の子犬だったベラはルーカ

スに保護され幸せな毎日を送っ

ていたが、家から 600km も離れ

た場所で迷子になってしまう。

（みんなでシネマ上映会） 

インディアナ州で大規模な停電

が発生。調査に派遣されたロイは

信じられない出来事を目撃する

が、誰も信じず調査は妨害されて

しまう。（みんなでシネマ上映会） 

日本初となる世界記憶遺産に

登録された炭坑絵師、山本作兵

衛。14 歳から約 50 年間炭坑夫

として働き続けた彼の目が捉

えた坑道の風景に迫る。 

 

11：00～11：30 

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 3月 4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 11(第2火)

火 7・21 4・18

水

金 3・17 7・21

1・15 5・19

木 2・16 6・20

10・24 14・28

　　※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 3月 4月

火 14・28 11・25

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 8・22 12・26

木 9・23 13・27

金

◆

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
名
変
更
の
お
知
ら
せ◆

 

 

４
月
か
ら
、
「春
採
支
所
」
は
「
春
採
下
町
会
館
」
に
名
称 

 
 

 

変
更
と
な
り
ま
す
。
停
車
場
所
は
変
わ
り
ま
せ
ん
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対面 
11：00～11：30 

対面 

14：30～15：00 

休館日 

対面 

休館日 休館日 

（資料整理日） 

14：30～15：00 

14：30～15：00 

11：00～11：30 11：00～11：30 
対面 

対面 

対面 

懐かしの釧路上映会 

13：00～14：30 

英語のおはなし会 

11：30～12：00 
ひがし北海道の 

美しい野生ランめぐり 

13：30～15：30 


