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●

お知らせ

●上映会の変更について
上映会の曜日・開始時間が変更になります
金曜日

１３：００～
（変更前 金曜日１１:00～）

土曜日

１３：００～
（変更前 日曜日 11:00～)

各月の上映会の日程につきましては、
上映会プログラム・館内のポスター、
図書館だよりの４ページ目、ＨＰ、
または広報くしろなどでご確認ください。
場所：７階多目的ホール 申込不要

●文学館

●
●修了式・記念朗読会

昨年４月から行われた「平成３０年度初級
朗読者養成講習」を終えた受講者の修了
式・記念朗読会を開催いたします。
1 年間の受講の成果をお聴きください。
日時 ４月１１日（木）
１０：００～１０：３０ 修了式
１０：３０～１２：００ 記念朗読会
場所：７階多目的ホール
主催：釧路市中央図書館
主催：釧路リーディングサークルＶＥＧＡ

●スペシャルおはなし会
～入場無料～

◆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：4 月 21 日(日)まで

こども読書週間のイベントとして、
いつもより長いおはなし会を行います。
お気軽に来てください。
日時 4 月 27 日（土） 11：00～12：00
場所 4 階 おはなしコーナー

「原野の文学」
期間：4 月 27 日(土)～7 月 21 日(日)

◆朗読会のご案内◆

※申込不要

日 時 4 月 28 日（日） 13：00～13：30

朗読者

４月の７階展示室

釧路北陽高等学校放送局
井上・久保・泉・新谷・渡部

「春の日本と世界の切手展」
期間：19 日(金)～21 日(日)
時間：10：0０～１７：００
時間： 最終日は 15:30 まで
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新着資料のご紹介
きい

文学・小説
「のび太の月面探査記」

「とまり木」

「天皇組合」

辻村 深月｜小学館｜2019.2

周防 柳｜小学館｜2019.1

火野 葦平｜河出書房新社｜
2019.1

映画版の脚本を担当した著者による

不幸な少女時代を送った天涯孤独

ノベライズ。「月にはウサギがいる！」

の伊津子と、亡き姉と比較されては

終戦後のさなか、巷では「我こそ真

渾身の主張をクラスの皆からバカに

否定されるいじめられっ子の美羽。

の天皇である」と名乗り出る者が後を

されたのび太は、ひみつ道具の力で

生きることに絶望し、自ら死を選んだ

絶たなかった。自身を皇太子と宣言

月の裏側でも生き物が住める異説

２人はあの世ともこの世とも違う、夢

する虎沼一等兵は、全国に現れた

の世界、ウサギ王国を作り上げた。

のような「ある場所」へ行き着いた。

天皇たちとの組合結成を目論む。

実用書
「ゆるカワ日本美術史」
矢島 新｜祥伝社｜2019.2

「奇跡の地形」
藤原 治｜洋泉社｜2019.2

「お金のしくみ見るだけノート」
伊藤 亮太｜宝島社｜2019.2

日本人はずっと「ゆるくてカワいい」が

日本には、自然地形によるユニーク

お金の成り立ちから、理想のマネー

好きだった! 土偶・埴輪から各時代

な絶景スポットが数多くある。知床半

プランや最新ビジネスモデルまで、

の仏像、中世の絵巻、近世・近代絵

島の海食崖、富士山麓の火山洞窟

多岐にわたる「お金のしくみ」をイラス

画まで、ゆるカワな名品を集め、現

など日本全国の絶景地形を写真とと

トをふんだんに使って簡潔な文章で

代につながる kawaii 文化の源流をた

もに紹介する。

紹介。最新金融ワードも解説する。

どる。

実用書

郷土資料

「大人の男海外ひとり旅」
伊藤 伸平｜ダイヤモンド社｜

「フレンチシェフがつくる
「人生最高！」の肉じゃが」

2019.2

田村 浩二｜主婦の友社｜2019.2

「私の地方私鉄探訪」
小林 武｜光村印刷｜2014.4
南部縦貫鉄道、会津鉄道、銚子電

世界には見たい、体験したいものが

飴色玉ねぎカレー、オーブン仕上げ

鉄、富山地方鉄道、伊豆急行、南海

沢山ある。「地球の歩き方」の編集

のハンバーグ・・・。ごく当たり前の食

和歌山軌道線、島原鉄道…。地方

者が、著者が実際にどのような方法

材と道具で、食べ慣れたおなじみの

私鉄に惹かれた著者が、北海道から

で旅のプランを考え、手配、旅をして

家庭料理を忘れられない「人生最

九州までの各地を訪問して撮影した

いるのか Q&A 形式でまとめた。

高！」のひと皿にするレシピを紹介。

鉄道写真を収録。
(郷土資料は館内閲覧のみです)
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新着資料のご紹介
児童書
「いちばんどりいちぬけた」

「おんせんたまご」

「ウィリーのぼうけん」
マーガレット・ワイズ・ブラウン 作

中尾 昌稔 文｜ 河本 徹朗 絵
｜大日本図書｜2019.2

日隈 みさき 作｜あかね書房｜

｜上條 由美子 訳｜福音館書店｜

2019.1

2019.1

温泉にたまごさんがやってきます。

朝を知らせる一番鳥がある日鳴くの

大きなたまご、小さなたまご…みん

をやめちゃった。一番鳥の一族が一

一緒に遊べる動物がほしいと思ったウ

なでごしごし洗いっこ。お湯につかっ

列に並んでどんどん進んでいきま

ィリーは、田舎に住んでいるおばあち

て、ぽっかぽか。すると

す。‘いち’づくしの

ゃんに「ミューミュー」鳴く

たまごのからが

この旅はいったいどう

動物を送ってもらうことに

ピキピキわれて…。

なるのでしょうか？

なりました。どんな動物が
くるか待っていると…。

児童書

しらべもの

「あべこべ世界の怪物たち

「未来をつかめ！
平成ビジュアル図鑑 1

クリーカーズ」

ティーンズ
「きみを変える 50 の名言」
谷川 俊太郎/フジコ・ヘミング 他

こんなに変わった！みんなの学校」

トム・フレッチャー作
｜橋本 恵 訳 | 静山社｜

｜汐文社｜2019.1

大江 近 監修｜文献出版｜2019.1

2018.12

言葉には不思議な力があり、わずか
いちぎょう

いよいよ幕引きとなる平成時代。

一行の言葉で人は癒されたり、悩み

朝、目が覚めると大人が全員消え

平成 30 年間に、学校や小学生の生

から解放されたりもする。

ていた。町の子どもたちはこれ幸いと

活がどのように進展して

そのような琴線に触れる

勝手し放題。真相を

きたかビジュアルで

文学者や芸術家たちの

突き止めるルーシーと

図解します。

名言を集めた一冊です。

4 匹の奇怪な怪物の

新着ＣＤ
クラシック 『やすらぎのチェロ 音楽療法ベスト』 I/ﾔ
クラシック 『社会人になったら知っておきたいクラシック』 I/ｼ
ジャズ 『Ｃａｌｌｉｎｇ Ｙｏｕ／ホリー・コール』 J/ｺ
ジャズ 『ザ・キャット／ジミー・スミス』 J/ｽ
洋楽 『２０１８ ＧＲＡＭＭＹノミニーズ』 K/ｸ
洋楽 『ミシェル・ルグラン・アンド・ベスト・フレンズ』 K/ﾙ
落語 『柳家さん喬 名演集（紀伊國屋寄席）』 Q/ｷ
子ども向け 『ＮＨＫみんなのうた ファミリーベスト』 O/ｴ
その他 『オルゴールが奏でる 世界名作劇場 主題歌コレクション』 Z/ｵ
郷土 『伊福部昭トリビュート 春の音楽祭インキタラ』 I/ｲ

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)
日時：午前 10 時～午後５時
日時：月曜休館日
料金：一般 140 円（大学生以下無料）
「現代オートマタがやってきた！
～英国自動人形展」
日時：4/27(土)～6/23(日)
午前 10 時～午後５時 ：月曜休館日
料金：一般 700 円
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４月の行事カレンダー
火

水

木

金

１

２

３

４

５

休館日

８

休館日

月

休館日

１５

休館日

２２

２９

１０

おはなし会
11：00～11：30

１１ 記念朗読会 １２
おはなし会
14：30～15：00

１６

１７

１８

２３

２４

２５

１３

おはなし会
11：00～11：30

おはなし会
14：30～15：00

１４

上映会
13：00～

おはなし会
11：00～11：30

２０

上映会
13：00～

おはなし会
11：00～11：30

２１

上映会
13：00～

おはなし会
11：00～11：30

２６

２７

休館日
おはなし会
14：30～15：00

７

上映会
13：00～
おはなし会
11：00～11：30

上映会
13：00～

１９

日

６

上映会
13：00～

おはなし会
14：30～15：00

９

土

２８

上映会
13：00～

文学館イベント

スペシャルおはなし会

（資料整理日)

13：00～13:30

11：00～12：00

３０
朗読会

祝日上映会

北陽高校放送局

13：00～

今月の上映作品紹介

１３：００～ 場所：７階多目的ホール 座席数：８０席

５日（金），６日（土）

１２日（金），１３日（土）

「カノジョは嘘を
愛しすぎてる」

「ジグザグキッドの
不思議な旅」

（ラブ・ストーリー）

（人間ドラマ）
２０１２年/１時間３５分
オランダ，イギリスほか

２０１３年/１時間５７分/日本

音楽の仕事が嫌にな
り、仕事を隠して理子と
付き合い始めた秋。しか
し理子は歌手としての才
能を持っていて…

13 歳になるノノは、大人
になる第一歩として旅を
することに。南仏リヴィエ
ラへと向かう。

１９日（金），２０日（土）

２7 日（土）

２９日（月） 祝日上映会

「タップ」

「プロフェッショナル

「女ひとり大地を行く」

（人間ドラマ）
１９８９年/１時間５１分
アメリカ

仕事の流儀 ６

（人間ドラマ）
１９５３年/２時間１８分
日本

金庫破りで服役すること
になったマックスは、刑
務所の中でかつて父に
仕込まれたタップダンス
への情熱を思い出す。

バントをするな
ホームランを狙え」
（ドキュメンタリー，社会）
２００６年/４３分/日本

出稼ぎで北海道にいる
夫を追ってきたサヨは、
夫の死を知り、自ら炭鉱
夫ととなって困難に立ち
向かう…（白黒映像）

量子コンピューター研究
でトップを走る、科学者・
古澤明の仕事に迫る。

図書館バス巡回日程（４月～５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

2・16

がくえん

7・21

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

3・17

1・15

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

4・18

2・16

5・19

3・17

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

7

13：30 ～ 14：10

緑ケ岡会館
やなぎまち

5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

4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 9(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

4月

5月

13：30～14：10

9・23 14・28
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：00
14：10 ～ 14：40

10・24 8・22

15：00 ～ 15：30
13：30 ～ 14：10

11・25 9・23
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10

12・26 10・24
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。

