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●お知らせ～文学館
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」関連イベント

日 時 ３月３日（日）
場 所 ７階多目的ホール １３時より
●朗読会 １３：００～１３：３０
朗読者：ジスイズ朗読会 立浪 伸一氏 中村 敏和氏

●シンポジウム １３：３０～１５：００
「桜木紫乃にとっての直木賞―それ以前とそれ以後―」
パネリスト：小田島 本有氏 片桐 茂貴氏 和田 ひろみ氏
司会：岸本 真希人氏

※ 入場無料・申込不要
◆企画展示のご案内◆
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」

期間：２０１９年１月 26 日～４月 21 日 場所：釧路文学館内（企画展示室）

●

臨時休館のお知らせ

音別町図書室 ３月６日（水）～３月８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、
よろしくお願い致します。

3 月の７階展示室
● 「障がい者芸術作品展巡回展」
期間：６日(水)～８日(金)
時間：９：３０～１９：３０ 最終日は 15 時まで

● 「調べ学習コンクール作品展」
期間：２２日(金)～４/２日(火)
時間：９：３０～１９：３０
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新着資料のご紹介
きい

文学・小説
「怪物の木こり」

「うつくしい繭」

「曙に咲く」

倉井 眉介｜宝島社｜2019.1

櫻木 みわ｜講談社｜2018.12

蜂谷 涼｜柏艪舎｜2018.11

邪魔者をためらうことなく殺し続ける

４人の女性たちの「記憶」と「再生」に

男女の双子に生まれた商家の娘、

サイコパスと、敏腕弁護士。２つの顔

まつわる、透き通るような短編集。

鶴は母の死後、単身北海道へ渡る

を持つ二宮彰はある日の帰宅途中

東ティモール、南西諸島、南インド、

ことを決める。峠下ホテルで働く中、

謎の覆面男に襲われる。時を同じく

ラオス。アジアの国々を舞台にした

開拓使御雇農業方のエドウィン・ダン

して、被害者の脳を持ち去る猟奇的

物語は幻想的ながらも、どこか影を

と出会い、後に夫婦となるも、苦難の

連続殺人が世間を騒がせていた。

帯びた世界へ読者を導いてくれる。

始まりが彼らを待ち受けていた。

実用書
「フロムに学ぶ「愛する」ための
心理学」

「はじめて学ぶＬＧＢＴ」
石田 仁｜ナツメ社｜2019.2

「「聞く力」こそが
最強の武器である」
國武 大紀｜フォレスト出版｜

鈴木 晶｜ＮＨＫ出版｜2019.1
「性自認」「性的指向」といった基本

2019.1

愛は、誰もが生まれながらに持って

的な用語をはじめとしてさまざまなア

いるものではなく、学ぶべきものだ。

プローチから、ＬＧＢＴの基礎的な知

「聞く力」を身につければ、欲しい結

出版され６０年以上の間、世界中で

識をわかりやすく解説する。

果が手に入る。組織心理学のプロで

読み継がれるエーリッヒ・フロムの翻

元外交官が、元来聞き下手であって

訳者がフロム心理学の奥義を語る。

も聞き上手になれるコツを教える。

実用書

郷土資料

「遠きにありて」

「新しい料理の教科書」

「知られざるシベリア抑留の悲劇」

西川 美和｜文藝春秋｜2018.12

樋口 直哉｜マガジンハウス｜

長勢 了治｜芙蓉書房出版｜

2019.1

2018.11

スポーツ観戦が唯一の趣味の映画
監督・西川美和が、その悲喜こもご

唐揚げは冷たい油から揚げるとジュ

飢餓、重労働、酷寒の三重苦…。

もを温かくも鋭く綴ったスポーツエッ

ーシーになる、ハンバーグは卵を入

切実な体験記や、ソ連側の資料な

セイ。カープ愛溢れるエッセイも収

れない、玉ねぎは炒めない…など定

どを駆使し、ロシア極北の「地獄の

録。

番の当たり前を見直し、新しい知見

収容所」の実態を明らかにする。

を取り入れた料理レシピを紹介。
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新着資料のご紹介
児童書
「少女は森からやってきた」

ザ・ギャビンカンパニー

「にんじんじゃのおもしろ
にんじゃずかん」

岩崎書店｜2019.1

うえだ しげこ｜大日本図書｜

ＰＨＰ研究所｜2019.1

「はっくしょん」

小手毬 るい

2019.1
あかちゃんが「はっはっはっはっくしょ

忍者になりたい男の子・じんたの前

両親の離婚によってアメリカの小学校

ん」黄色いくまさんが「はっはっはっ

に、ドジでお調子者の忍者・にんじん

から転校してきたエリカ。自分の殻に

はっくしょん」みんなも

じゃが現れた！にんじんじゃから、忍

閉じこもって、友達など

一緒に「はっくしょん」

者や忍術について教わる

欲しいと思わなかった

お鼻を「ふーん」して

じんた。はたして忍者に

美幸。そんな二人が

すっきりすっきり。

なれるのか！？

出会い物語が始まる。

児童書
「あしながおじさん」
ジーン・ウェブスター 作/

しらべもの

ティーンズ

「ひなにんぎょうができるまで」

「秒速 5 センチメートル」

田村孝介 写真｜人形の東玉 監修

谷川 俊太郎 訳 | 朝日出版｜

新海 誠｜汐文社｜2018.12

ひさかたチャイルド｜2019.1

2018.12

いつも大切なことを教えてくれた明

孤児院で暮らすジュディは、顔の知

とてもきれいなひな人形はどのように

里とそんな彼女を守ろうとした貴樹。

らない裕福な紳士の目に止まり、奨

して作られているのでしょうか。人形の

小学校で出会った２人は中学で離

学金で大学に通わせてもらえること

体や顔を作る人…製作の様子を写

ればなれに…。1 人の少年を軸に

に・・・。世界中で読み

真で見てみましょう。

描かれる、3 つの連作

継がれている名作を

ひな祭りがとても楽しみ

短編を収録。

谷川俊太郎が訳して

になる本です。

います。

新着ＣＤ
クラシック 『Ｊ．シュトラウス

美しく青きドナウ Ｊ．シュトラウス作品集』 B/ｼ

クラシック 『ショパン：ソナタ第２番、練習曲作品２５

ソコロフ』 F/ｼ

クラシック 『やすらぎのモーツァルト 音楽療法ベスト』 I/ﾔ
ジャズ 『ザ・サウンド・オブ・サマー・ランニング／マーク・ジョンソン』 J/ｼ
洋楽 『ニニ・ロッソの魅力 夜空のトランペット』 K/ﾛ

釧路市立美術館
展覧会のおしらせ
プチコレ
「人への想い 揺れる人間像展」
日時：2/23(土)～4/21(日)
午前 10 時～午後５時 月曜休館日

世界の音楽 『ロシア（アラウンド・ザ・ワールド１０）』 N/ｱ/10
子ども向け 『１曲でわかる！日本むかしばなし』 O/ｲ

料金：一般 140 円（大学生以下無料）

第６６回 釧路郷土作家展

朗読 『青いガーネット(名作ミステリー シャーロック・ホームズ)／コナン・ドイル』 P/ｼ

美術：2/23(土)～3/3(日)

落語 『特選古典落語入門ベスト 冬の巻』 Q/ﾄ

書・写真：3/9(土)～3/１7（日）

郷土 『Ｕｎｌｅａｓｈ ｔｈｅ ｐｏｗｅｒ～チカラを解き放て～／ＨＥＡＴ ＶＯＩＣＥ』 R/ﾋ

午前１０時～午後５時 月曜休館日
入場無料
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３月の行事カレンダー
月

火

水

木

金

２１日（木）祝日上映会

「ＬＩＦＥ！」

１

雑誌の編集者の男は、最終号の表紙を飾る写
真がないことに気づき、カメラマンを探す旅に出
ることに。

休館日

４

休館日

１１

休館日

１８

休館日

２５

上映会
10：00～

（人間ドラマ） ２０１３年/１時間５５分/アメリカ

５

おはなし会
14：30～15：00

６

７

１３

８

１４

２０

２１

おはなし会
14：30～15：00

２７

２８

13：00～

１０
上映会
13：00～

おはなし会
11：00～11：30

１６

おはなし会
11：00～11：30

２２

文学館イベント

９

上映会
10：00～

１７
上映会
13：00～

おはなし会
11：00～11：30

２３

上映会
10：00～

13：00～

２６

３

おはなし会
11：00～11：30

１５

祝日上映会

２
おはなし会
11：00～11：30

上映会
10：00～

おはなし会
14：30～15：00

１９

日

おはなし会
11：00～11：30

おはなし会
14：30～15：00

１２

土

おはなし会
11：00～11：30

２４
上映会
13：00～

おはなし会
11：00～11：30

２９

３０

３１

休館日
おはなし会
14：30～15：00

今月の上映作品紹介

上映会
13：00～

おはなし会
11：00～11：30

（資料整理日)

場所：７階多目的ホール

座席数：８０席

１日（金）

８日（金），１０日（日）

１５日（金），１７日（日）

２２日（金），２４日（日）

３１日（日）

「ビリー・エリオット・
ミュージカル・ライブ
リトル・ダンサー」

「ハルをさがして」

「パッチ・アダムス」
（人間ドラマ）
１９９８年/１時間５５分
アメリカ

「種まく旅人
くにうみの郷」

「プロフェッショナル

（人間ドラマ）
２０１５年/１時間３３分
日本

（人間ドラマ）
２０１５年/１時間５１分
日本

人生も仕事もやり直せる」
（ドキュメンタリー，社会）
２００６年/４１分/日本

男子中学生４人組は、
震災で被災地から避難
をしてきた同級生に、行
方不明の愛犬を探して
ほしいと頼まれる。

笑いが心を癒すと気づ
いた男は、医学の道を
志す。患者を楽しませる
ことの重要性は、大学に
理解されなかったが…

農水省の調査で淡路島
に 来 た女 は 、海 と山 の
特産物で道を切り開こう
とする兄弟と出会う。

ヤミ金融と戦う弁護士
宇都宮健児。社会の敵
に立ち向かう人情弁護
士の仕事に迫る。

（ミュージカル）
２０１５年/２時間４９分/イギリス

炭鉱町に住む少年は、
ボクシングを習っていた
が、バレエに魅了され、
夢中になっていく…

仕事の流儀 ５

図書館バス巡回日程（３月～４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

5・19

がくえん

2・16

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

6・20

3・17

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

7・21

4・18

1・15

5・19

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

9(第2火)

13：30 ～ 14：10

緑ケ岡会館
やなぎまち

4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

3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 12(第2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

3月

4月

13：30～14：10

12・26 9・23
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：00
14：10 ～ 14：40

13・27 10・24

15：00 ～ 15：30
13：30 ～ 14：10

14・28 11・25
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10

8・22 12・26
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。

