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●お知らせ～文学館
石川啄木来釧１１０周年記念展示「啄木とさいはての女たち」
開催日時

１１月２５日（日） まで ９：３０～１９：３０ 入館無料

～関連イベント～
１．１０月７日（日） １３：３０～１５：００ 7 階多目的ホール

公開対談 「啄木の７６日間」
北畠立朴氏と小田島本有氏が啄木の釧路時代を語り合います
2．１０月１４日（日） １３：００～１３：３０ ６階文学館内
朗読会 朗読：釧路リーディングサークルＶＥＧＡ 長屋龍子氏 濱田一恵氏
石川啄木『一握の砂』より抜粋、澤地久枝『石川節子―愛の永遠を信じたく候』より抜粋

10 月の 7 階展示室
●小寺卓矢講演会
～森が教えてくれたこと～
森の写真絵本の読み聞かせや絵本の創作秘話
などをたっぷりお話ししてくれます

日時 １０月６日(土) １４：００～１５：３０
会場 ７階多目的ホール
小寺 卓矢氏
1971 年神奈川県生まれ 大学卒業後カナダアラ
スカへ。帰国後北海道に移住し、写真家として活動
を開始。森のいのちのつながりをテーマに撮影。
「だって春だもん」他

主催
協力
後援

プー横丁３０周年を祝う会
釧路市中央図書館
釧路市教育委員会

● 「第９回釧路こども俳句大会展示」
期間：４日(木)～７日(日)
時間：９：３０～１９：３０ （最終日は１３時まで）

● 「釧路文学色紙展」
期間：９日(火)～１２日(金)
時間：９：３０～１８：００
（９日は１０：３０より 最終日は１５時まで）

● 「第１５０周年灯台記念日特別展」
１３日(土) １１：３０～１９：３０
１４日(日) ９：３０～１８：００

● 「釧路書道連盟展 芸術祭」
期間：１７日(水)～２１日(日)
時間：９：３０～１９：３０ （最終日は１６時まで）

● 「シャドウボックス ラ・マーニくしろ教室作品展」
期間：２４日(水)～３１日(水) ※２６・２９日は休館日
時間：９：３０～１９：３０ （最終日は１８時まで）
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新着資料のご紹介
文学・小説
「心に風が吹いてくる
青春文学アンソロジー」

「矢上教授の｢十二支考｣」

「蝶のゆくへ」

森谷 明子｜祥伝社｜2018.8

葉室 麟｜集英社｜2018.8

高山 美佐 東 直子 千葉 聡｜
非常勤講師、矢上〈教授〉から出さ

「アンビシャスガール」と呼ばれた、

れた課題の為、教え子の御牧咲は

旧仙台藩士の娘、星りょう(後の相馬

厳選された青春文学作品を、編者

こぶし野町へと向かう。

黒光)。明治女学校の一員となった

の解説とコラム、ブックガイド付きで

「ネズミの靴」とは？ なぜ「丑」の方

彼女は、自分らしく生きることを望む

収録。若者だけでなく大人も未知の

角にだけ神社がないのか？

新しい時代の女性たちと出会い、心

世界に出会える、瑞々しい１冊。

十二支をテーマとした推理小説。

を通わせていく…。

三省堂｜2018.8

実用書
「やまと尼寺精進日記」
ＮＨＫ「やまと尼寺精進日記」制作班

「美しすぎる星たち 見る、
知る、撮るの星座の教科書」

｜ＮＨＫ出版｜2018.7

渡部 潤一監修｜宝島社｜2018.8

「奇跡のバナナ」
田中 節三｜学研プラス｜2018.8
岡山県の空の下で、青々と葉を茂ら

奈良の奥深い山中に佇む音羽山観

夜空で星座を探したり、写真に収め

せるバナナ。これまでの常識を覆す

音寺で繰り広げられる「ご住職」・「慈

てみたい人必見。星占いに使われる

商品が生まれたのは、「凍結解凍覚

瞳さん」・「まっちゃん」のスローライ

星座、誰もが知っている星や星座の

醒法」があったからだった。日本の農

フ。思わず心が和むやり取りも。季節

見つけ方と鑑賞のポイント、写真の

業が海外と互角に戦える産業に変

の料理や自然も掲載。

撮り方も伝える 1 冊。

化する現実がここにはある。

実用書
「トヨタ ル・マン２４時間レース
制覇までの４５５１日」

郷土資料
「辛うま!燃焼レシピ」
上島 亜紀｜主婦の友社｜2018.7

「日本語が面白い！
数え方の絵本」
ロコ まえだ｜柳原出版｜2018.4

世良 耕太｜三栄書房｜2018.7
とうがらしに含まれているカプサイシ
ル・マン 24 時間レースに挑戦を続

ンは、基礎代謝をアップさせ、燃焼し

花は一輪、羊羹と簞笥は…一棹?

け、負け続けたトヨタ。チームをいか

やすい体へと導きます。辛いけど、

身近な“ものたち”の「数え方」を、生

にして勝利に導いたのかを取材した

美味しいいろいろな国の辛うま料理

き物、食べ物、神仏、建物など 15

著者が示すトヨタ式ル・マン勝利の

レシピを紹介。

分野にわけて、絵を使って紹介しま

方法論。

す。（貸出可能な図書もあります）
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新着資料のご紹介
児童書
「いっしょにするよ」
風木 一人｜KADOKAWA｜
2018.6

「へんなともだちマンホーくん
ようかいオッシーをやっつけろ！」
村上 しいこ｜講談社｜2018.8

「まねきねこだいさくせん！」
澤野 秋文｜講談社｜2018.7
味は良いのになかなかお客がはいら

ことりたちがおさんぽしているよ。とこ
とこ歩いていくと…どろんこや水たま
り。ばしゃばしゃ、

ある日、マンホールから出てきたマン
ホーくんと出会ったりょうたくん。マン
ホーくんは悪いようか
いオッシーの様子をさ

ぺったぺったぺっ

ぐるため地上に出てき

たんといろんなお

てパトロールをはじめま

とがきこえるよ。

すが…。

児童書
ロベルト・ピウミーニ 長野 徹訳｜

「かどやぶ」。
招き猫・ぼろまるは
うなぎどおりの招き
猫たちと一緒にある
大作戦を実行！
（９/７安田

しらべもの

「ケンタウロスのポロス」

ない店、そば屋の

「ジュニア楽典」
山下 薫子｜音楽之友社｜2018.7

ティーンズ
「13 歳からの研究倫理 」
大橋 淳史｜化学同人｜2018.8

岩波書店｜2018.5
音の特性から音楽の要素や音楽史

大人じゃなくても科学するときに守ら

イタリアの児童文学者による作品。

まで、基本的な音楽の知識が身に

なければいけない「ルール」がありま

神話でおなじみの神々

付く子ども向け楽典。

す。どんなルール？なぜルールが

のキャラクターが登場し

豆知識コラムも充実。

必要？一緒に考えて

ます。故郷を出た主人

音楽を学ぶ探険に

みよう！

公ポロスが経験する冒

さあ出発♪

険物語です。
物語です。

新着ＣＤ

クラシック 『バーンスタイン

ウエスト・サイド・ストーリー』 G/ﾊ

クラシック 『バロック名曲集』 I/ﾊ

釧路市立美術館
展覧会のおしらせ

ジャズ『アラバマに星落ちて／ビリー・ホリデイ』 J/ﾎ
ジャズ『ハルシュラ／シュローダーヘッズ』 J/ﾜ
世界の音楽『イギリス／アイルランド／スコットランド（アラウンド・ザ・ワールド７）』 N/ｱ/7
邦楽『長唄（古典芸能ベスト・セレクション）』 M/ｺ
子ども向け『アイデア★お役立ち効果音＆ＢＧＭ 秋・冬編＋６０分！祭りばやし』 O/ｱ
子ども向け『アイデア★お役立ち効果音＆ＢＧＭ 春・夏編＋６０分！肝だめし』 O/ｱ
落語『特選古典落語入門ベスト 秋の巻』 Q/ﾄ
郷土『Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ ｏｆ ｓｔｏｒｙ／サヤほか』 R/ｻ
その他『マインドフルネス ストレス低減・大人の脳活性』 Z/ﾏ

第４３回 釧路市民文化展

絵画で国立公園めぐり
～巨匠が描いた日本の自然
日時：９/23(日)～11/１１(日)
午前 10 時～午後 5 時 月曜休館日
※毎週金・土は午後８時まで
料金：一般 600 円（大学生以下無料）
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１０月の行事カレンダー
月

火

水

木

金

１

２

３

４

５

休
館
日
8

おはなし会
14：30～15：0０

９

祝日上映会
13：00～

１０

１１

１５

１６

１７

２２

２４

１９

２５

休
館
日
３１

上映会
10：00～

７

講演会
14：00～15:30

文学館イベント
公開対談

おはなし会
11：00～11：30

13：30～15:00

１３

１４

おはなし会
11：00～11：30

朗読会：文学館内
13：00～13:30

２０

おはなし会
11：00～11：30

２６

おはなし会
14：30～15：00

３０

上映会
10：00～

日

６

おはなし会
11：00～11：30

おはなし会
14：30～15：00

２３

２９

１２

１８

休
館
日

上映会
10：00～
おはなし会
11：00～11：30

おはなし会
14：30～15：0０

祝日開館

土

２１

おはなし会
11：00～11：30

２７

休館日
（資料整理日)

２８ 上映会
13：00～

おはなし会
11：00～11：30

８日（月）祝日上映会 「プロフェッショナル仕事の流儀 ２ ひたむきに“治す人”をめざせ」

休
館
日

２００６年/４３分/日本
子どもの心臓手術で世界トップレベルの成功率を誇る心臓外科医・佐野俊二。日々過酷な現場で命を救
いながら、若い医師を育てる壮絶な現場に密着。その仕事に迫る。

今月の上映作品紹介
５日（金）
「怪物はささやく」

１２日（金）
「パプリカ」（一般向けアニメ）

１９日（金）
「遠い空の向こうに」

２８日（日）
「毛糸の指輪」

２０１６年/１時間４９分/
アメリカ ほか
病に苦しむ母と暮らすコナーは
毎夜悪夢にうなされている。
ある夜、夢に現れた怪物が、コ
ナーにある提案をもちかける…

２００７年/１時間３０分/日本
夢を共有できるテクノロジーが
盗まれ、研究者が奇怪な夢を
見るようになる。セラピストの敦
子は夢探偵・パプリカとしてクラ
イアントにセラピーを行うが…

１９９９年/1 時間４７分/ドイツ
人類初の人工衛星の打ち上げ
が成功した日、炭鉱のホーマー
は自分でロケットを打ち上げる夢
を持つ。“ロケットボーイズ”を結
成し、夢を追い始めるが…

１９７７年/５８分/日本
子供のいない宇治原夫妻は、
親のいない娘・清子と出会う。と
もに過ごすうちに、清子は夫妻
を親のように、夫妻も清子を娘
のように慕い始める。

図書館バス巡回日程（１０月～１１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

山花小・中学校
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
火

はるとりてん

フクハラ春採店
しらかば

がくえん

白樺まりも学園
くしろてん

第1
水

と

ビッグハウス釧路店
くしろしょうわ

イオンモール釧路昭和
みどりがおかかいかん

第3
木

緑ケ岡会館
きゅうこうせいねんきんたいいくかん

旧厚生年金体育館
しみんぶんかかいかん

金

市民文化会館
こまばこうえん

駒場公園

じ

時

か

ん

間

10月

10：20 ～ 10：50 9(第2火)

11月

週 曜

かすがこうえん

6
火

13：10 ～ 13：40
14：00 ～ 14：40

春日公園
こうようじどうかん

光陽児童館

2・16

がくえん

6・20

はしどい学園
どうえいしんふじだんち

第2 水 道営新富士団地

15：00 ～ 15：40

ほしがうらろうじんふくし

と

13：30 ～ 14：10

3・17

7・21

14：30 ～ 15：10

星が浦老人福祉センター
おたのしけふじた

第4
木

13：30 ～ 14：10

4・18

1・15

5・19

2・16

おたのしけしょうがっこう

はるとりししょ

金
13：30 ～ 14：10

大楽毛藤田ストア
大楽毛小学校

14：30 ～ 15：10

14：30 ～ 15：10

バスのとまるところ

春採支所
むさてん

フクハラ武佐店

じ

時

か

ん

間

10月

11月

13：30～14：10

9・23 13・27
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：00
14：10 ～ 14：40

10・24 14・28

15：00 ～ 15：30
13：30 ～ 14：10

11・25 8・22
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10

12・26 9・23
14：30 ～ 15：20

