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資料検索

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

●図書館の催し

１月の７階展示室

■ 新部公亮氏講演会
『茂吉と宗吉にとっての「虫」』
栃木県マロニエ昆虫館職員の新部氏が斎藤
茂吉と北杜夫、虫の話などをお話ししてくれます

日時 ２６日 (土) １３：３０～１４：３０
会場 ７階多目的ホール 申込不要
■ 冬のおはなし会
日 時 １３日(日) １１：００～１２：００
会 場 ４ 階 おはなしの部屋
絵本や紙芝居、手遊びなどお楽しみいっぱいの
おはなし会です♪
申込み不要。会場までお越しください。
くしろ紙芝居の会・おはなしネットぼんぼん共同企画

「斎藤茂吉と北杜夫の親子昆虫展」
期間：１月２６日(土)まで
時間：９：３０～１９：３０
※１２月２５日に一部展示品の入替をしました

地区館 臨時休館のお知らせ
東部地区図書館

2 月 5 日(火)～2 月 8 日(金)

中部地区図書館

2 月 12 日(火)～2 月 15 日(金)

西部地区図書館

2 月 19 日(火)～2 月 22 日(金)

上記期間、蔵書点検作業を行う特別資料整理日のため
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。

後援 釧路市中央図書館

●文学館
企画展示 市民文芸誌『釧路春秋』５０年の軌跡(20 日まで)～関連イベント

◆講座 （各定員２０名・受講無料・筆記用具持参） 開催場所：６Ｆ文学会議室
✍ 面白い小説鑑賞講座(中学生以上)
１１日（金） １３：００～１５：００
✍ 川柳を作ってみよう（小学生から大人まで）
１２日（土） １３：００～１５：００
✍ 短歌の魅力をひもとく（初心者も歓迎）
２０日（日） １３：３０～１５：３０
◆朗読会（申込み不要・入場無料） 開催場所：釧路文学館内
📖📖 朗読グループ名優座
２０日（日） １３：００～１３：３０
２６日(土)より
企画展示 釧路文学館開設一周年記念展示 「緋の河 桜木紫乃が描く釧路」
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新着資料のご紹介
文学・小説
「火曜新聞クラブ
泉杜毬見台の探偵」

「ブリット＝マリーはここにいた」

「藤沢周平のこころ」

フレドリック・バックマン｜早川書房｜

文藝春秋 編｜文藝春秋｜

階 知彦｜早川書房｜2018.11

2018.10

2018.10

泉杜高校新聞クラブの植里礼菜と

夫の浮気が原因で家を飛び出した

没後 20 年を記念して編まれた藤沢

幡東美鳥は、創刊トップ記事の差し

ブリット＝マリー(63 歳)。再就職先の

周平の世界に触れる１冊。エッセイ、

替えを阻止するため、銀髪の男子高

田舎町でも頑固で潔癖症な性格を

対談、インタビュー、座談会など、多

校生、御簾真冬と共に、校内で発生

通していた彼女はある日、子どもたち

方面からその魅力に迫り、なかには

した殺人事件の解決に挑む。

からサッカーのコーチを頼まれる。

家族だけが知る意外な一面も。

実用書
「１日１問！面白いほど
地頭力がつく思考実験」

「よくわかるモダン絵てがみ」

「人生はどこでもドア」

村西 恵津｜日本ヴォーグ社｜

稲垣 えみ子｜東洋経済新報社｜

北村 良子｜ＰＨＰ研究所｜

2018.11

2018.11

2018.11
描き方も題材も自由な「モダン絵て

異国の地で人とつながろうと奮闘す

頭を鍛える「問い」と、様々な角度か

がみ」。透明水彩絵の具&墨を使っ

る中で見えた幸せの形とは何か。海

ら考えた「意見」と「理由」を掲載。道

て、自分が好きなものなどをテーマ

外旅行が苦手なのに、突然ヨーロッ

具を使わず、いつでもどこでも「地頭

にモダン絵てがみを描く方法を解

パへ旅立った著者が、滞在したリヨン

力」を鍛えられる一冊。

説。

での１４日間を綴る。

実用書
「あやしい催眠商法
だましの全手口」

郷土資料
「あまくないから
おいしいお菓子」

ロバート 熊｜自由国民社｜

坂田 阿希子｜家の光協会｜

2018.11

2018.11

「北海道の草花」
梅沢 俊｜北海道新聞社｜
2018.6
植物写真の第一人者による草花図

催眠商法の会社に勤めた経験のあ

砂糖を減らすことで香りやコクが際立

鑑。北海道で見られる草花と小低木

る著者が、その手口を詳細に解説。

ち、奥深い味わいに。ケーキ・焼き菓

約１９５０種を、草花の特徴や見分

だまされないためのポイントと、被害

子・冷菓・和菓子など「おいしい」と

け方などを紹介。

にあわないための対処法も伝える。

「甘くない」をとことん追求したレシピ
を紹介。

（貸出可能図書有）
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新着資料のご紹介
児童書
「ぱくぱくしゃかしゃか
たのしいことば」
山岡 ひかる｜ひかりのくに｜2018.10

「メガネくんとハダシくん」

「雪の花」

二見 正直｜偕成社｜2018.11

セルゲイ・コズロフ 原作
オリガ・ファジェ－エヴァ 絵
田中友子 文｜偕成社｜2018.11

パジャマのままで過ごすメガネくんと
着替えて過ごすハダシくん。
少しずつお互いのスキやキライを知

高い熱で苦しむクマくんを助けるため
にハリネズミは森の奥へ「雪の花」を

っていき、時にはケ

探しに出かけます。雪の花とはいった

オノマトペと楽しい

ンカをしながらも絆を

い？・・・ロシアの児童

お話で、生活習慣

深めていく心温まる

文学作家の戯曲を

がわかる 1 冊です。

おはなしです。

絵本化しました。

おなかがぺっこぺこのいぬくん、笹を
食べてお口がもっしょもしょのぱんだ
ちゃん。心地よい

児童書

しらべもの

「さよ 十二歳の刺客」
森川 成美作

「親子で楽しく「ぬう」と「あむ」」

槇 えびし画｜

くまだまり/GON-YA 監修｜

くもん出版｜2018.11

主婦の友社｜2018.11

壇ノ浦の戦いから一人生き残った

お裁縫の基本だけで作れちゃう、

平家の姫・さよ。一族を滅ぼした源

ヘアアクセサリー・バッグ・指人形・

氏の大将・源義経

マフラーなど可愛く

に復讐するという野

ておしゃれなものが

望を持っている。

いっぱい！親子

まっすぐに生きていく

で楽しく手作りしま

勇気ある少女の物語。

しょう♪

ティーンズ
「少年少女のための
ミステリー超入門」
芦辺 拓｜岩崎書店｜2018.11

不朽の名作がたくさんありすぎる
ミステリーのジャンル。ミステリー作
家の芦辺拓が、ミス
テリーの歴史に沿っ
た 8 冊を紹介しつつ、
読者のみなさんを
道案内します！

新着ＣＤ
クラシック 『ニュー・サウンズ・イン・ブラス ２０１８』 C/ﾆ/’18
クラシック 『吹奏楽燦選』 C/ｽ

釧路市立美術館
展覧会のおしらせ

クラシック 『ベートーヴェン ピアノソナタ集 ワルター・ギーゼキング』 F/ﾍ
クラシック 『ニューイヤー・コンサート ２０１７』 I/ﾆ/’17
クラシック 『ニューイヤー・コンサート ２０１８』 I/ﾆ/’18
ジャズ 『フランク・シナトラ シナトラ、ザ・ベスト！』 J/ｼ

心和む故郷の風景
想い出のかたち
日時：１/５(土)～２/１７(日)

邦楽 『春の海 大響演(古典芸能ベスト・セレクション名手名曲名演集)』 M/ｺ

午前１０時～午後５時 月曜休館

邦楽 『ベスト・オブ・正月』 M/ﾍ

料金：一般 １４０円（大学生以下無料）

落語 『古今亭菊之丞名演集(紀伊國屋寄席)』 Q/ｷ
その他 『カフェ・ミュージック・ミーツ・ワールド・リラクシン』 Z/ｶ
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１月の行事カレンダー
月

火

水

木

金

土

１

２

３

４ 上映会

休館日

８

９

おはなし会
11：00～11：30

１０

１１ 上映会
10：00～

おはなし会
14：30～15：00

１４

１５

１６

１７
おはなし会

休館日

２２

２３

２４

11：00～12：00

１９

２５

２０

休館日

２９

３０

休館日

３１

（資料整理日)

上映会
13：00～
文学館イベント
13：０0～15:３0

２７

13：30～14：30
おはなし会
11：00～11：30

上映会
13：00～

１４日（月） 祝日上映会 「「ｋｐｉｗとａｐａｐｐｏアイヌの姉妹の物語」

おはなし会
14：30～15：00

今月の上映作品紹介

おはなし会
11：00～11：30

２６ 講演会

おはなし会

上映会
13：00～

冬のおはなし会

おはなし会
11：00～11：30

おはなし会
11：00～11：30

14：30～15：00

14：30～15：00

２８

１３

１２

10：00～

祝日上映会
13：00～

２１

文学館イベント 11・12 日開催
13：０0～15:00

１８ 上映会

祝日
開館してます

上映会
13：00～

おはなし会
11：00～11：30

おはなし会
11：00～11：30

６

５
福 BOOK 5 日・6 日

福引き

10：00～ 4 日 10 時∼

年始休館日 ～1/３（木）まで
７

日

２０１６年/１時間５２分/日本 （音楽・ドキュメンタリー）
阿寒湖アイヌコタンで生まれた姉妹、絵美と富貴子が結成したアイヌ伝統歌ユニッ
ト「ｋｐｉｗ & ａｐａｐｐｏ」の、初ライブまでを記録する。

会場：７階多目的ホール

４日（金）・６日（日）
「きっと、うまくいく」

１１日（金）・１３日（日）
「名探偵登場」

１８日（金）・２０日（日）
「アメリア 永遠の翼」

２７日（日）
「酔拳」

２００９年/２時間５０分/インド
ファルハーンとラージューは、行
方不明の親友ランチョーを探し
に行くことに。道中、２人は“３バ
カトリオ”と言われていた学生時
代を思い起こす。

１９７６年/１時間３４分/アメリカ
「豪華晩餐の殺人」への招待状
が５人の探偵たちへ送られる。
差出人は億万長者トウェイン。
館に集まった探偵たちの前で、
館の主は、殺人を予告する。

２００９年/１時間５２分/アメリカ
１９２８年、女性初の大西洋横
断に成功したアメリア。そんな彼
女を夫は支え続けた。そして、
１９３７年夏、最後のフライト・世
界一周飛行へ旅立った…

１９７８年/１時間５１分/香港
カンフー道場の息子、ウォンは
不真面目で、町では悪戯ばか
り。見兼ねた父親は、改心させ
るため、ウォンをカンフーの達人
ソウに弟子入りさせるが…

図書館バス巡回日程（１月～２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

くしろしょうわ

みどりがおかかいかん

木

じょう

柳町スピードスケート場
金

※１

くしろぶんか
コーチャンフォー釧路文化ホール ※２
こまばこうえん

駒場公園

週 曜

13：10 ～ 13：40

春日公園
こうようじどうかん

光陽児童館

15

がくえん

5・19

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
ほしがうらろうじんふくし

と

16

6・20

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

17

7・21

18

1・15

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
かすがこうえん

5

13：30 ～ 14：10

緑ケ岡会館
やなぎまち

2月

13：30 ～ 14：10

ビッグハウス釧路店
イオンモール釧路昭和

第3

1月

15：00 ～ 15：40

くしろてん

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 22(第４火)

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

1月

2月

13：30～14：10

8・22 12・26
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：00
14：10 ～ 14：40

9・23 13・27

15：00 ～ 15：30
13：30 ～ 14：10

10・24 14・28
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10

11・25 8・22
14：30 ～ 15：20

※１「柳町スピードスケート場」は「旧厚生年金体育館」と同じ場所です。
※2「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。

