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●おしらせ
◆なつやすみ「図書館きょうしつ」◆
中央図書館と分館３館で、小学生むけのしおり作り教室を開催します。
お友達も誘って、みんなで自分だけのしおりを作ってみませんか？
お申込みは、窓口またはお電話(０１５４-６４-１７４０)でお願いいたします。

会場：中央図書館 ３階会議室・コア大空(東部地区図書館)学習室
会場：コアかがやき(中部地区図書館)サークル室Ａ：
コア鳥取(西部地区図書館)サークル室Ａ
日時：中央★２０１９年７月３０日(火)・東部★７月３１日(水)・中部★８月１日(木)
日時： 西部★８月２日(金)
時間：１０：００～１１：３０
持ち物：筆記用具・はさみ
定員：各回１０名・参加無料
申込み受付： ９日（火）～１９日（金） 定員になり次第締め切り

●楽しいおはなし会のスキルアップ講座●
絵本『キリンがくる日』でおなじみの木島誠悟氏による講演会と、堀玲子氏によるおはなし
会のスキルアップのための講座です。お申し込みは不要です。
日にち：２０１９年７月２０日(土) 時間：１１：００～１２：００
会 場：釧路市中央図書館 ７階多目的ホール
※ 広報くしろでお知らせした、20 日(土)14:00 からまなぼっとで開催予定の「超大
型絵本がやってくる!!おまえうまそうだな」のイベントは中止になりました。

●こども向け夏休み応援企画 スタンプラリー●
図書館・遊学館・釧路市美術館・博物館を巡ってスタンプを集めよう！
景品がもらえるよ！くわしくはポスター・スタンプ用紙を見てね。
期間２０１９年７月２５日（木）～８月２５日（日）

●みんなで紙芝居をみよう●
会場 ４階おはなしの部屋 申込不要 無料
日時 ７月２8 日（土） 13：00～14：00
主催：くしろ紙芝居の会

７階展示室
今月の展示はありません
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新着資料のご紹介
い

文学・小説
「夜が暗いとはかぎらない」

「彼女たちの場合は」

「蒼色の大地」

寺地 はるな｜ポプラ社｜2019.4

江國 香織｜集英社｜2019.5

薬丸 岳｜中央公論新社｜2019.5

大阪近郊にある暁町。閉店が決まっ

「これは家出ではないので心配しな

時は明治。かつて幼なじみであった

た「あかつきマーケット」のマスコット・

いでね」１４歳と１７歳。いとこ同士の

新太郎、灯、鈴の３人は成長し、そ

あかつきんが突然失踪した。かと思

礼那と逸佳は“アメリカを見る”旅に

れぞれの道を歩んでいた。

いきや、町のあちこちに出没し、人助

出た。長距離バスやアムトラックを乗

「海」と「山」、決して交わることのな

けをしているという。いったいなぜ？

り継ぎ、ふたりの旅は続く。美しい風

いふたつの血に翻弄され、やがて彼

さまざまな葛藤を抱えながら、今日

景と愛すべき人々、そして、「あの日

らは、国家を揺るがす争いに巻き込

も頑張る人たちに寄り添う物語。

の自分」に出会える長編小説。

まれてゆく…。

実用書
「シニアのための防災手帖」

「読むよむ書く」

「ワールド・トレイルズ」

三平 洵 監修｜産業編集センター

重松 清｜幻戯書房｜2019.4

ゲシュタルテン 編｜グラフィック社
2019.4

2019.5
さだまさし「解夏」、宮部みゆき「理
足腰が弱く、体力にも不安を抱える

由」、みうらじゅん「愛にこんがらがっ

断崖絶壁の海岸線、11 世紀から続

シニア層が安全に避難し、命を守る

て」、酒井順子「金閣寺の燃やし

く聖地巡礼ルート…。世界中のトレッ

ためには日頃の備えが必要。シニア

方」、太宰治「晩年」など必読の 50

キング・ファンを魅了してやまない伝

の命を守るために必要な 50 のポイ

冊を、作家の重松清が解説するブッ

説の 32 コースを、美しい写真ととも

ントを災害のプロがまとめる。

クガイド。

に紹介。絶景ポイント、ベストシーズ
ンなど、旅の情報も満載。

実用書

郷土資料

「驚きの家庭菜園マル秘技５８」

「パリ在住の料理人が教える

「アイヌ文化で読み解く

菜園クラブ 編｜家の光協会

作りおきできるフランスのお惣菜」

『ゴールデンカムイ』」

2019.4

えもじょわ 著｜ＫＡＤＯＫＡＷＡ

集英社｜2019.3

2019.4
家庭菜園で一般的に行われている

漫画「ゴールデンカムイ」のアイヌ語監

栽培法をひと工夫。収穫量や品質

ささっと作れて翌日まで日持ちのす

修者にしてアイヌ文化研究の第一人

を劇的にアップしたり、病害虫に強く

るサラダから、一か月持つ保存食ま

者が、言語・物語や信仰から食生活

したり、手間を大幅に省いたりできる

で「作りおき」の本場パリで愛されて

まで、漫画の名場面をふんだんに引

「マル秘技」を 58 個紹介する。

いる家庭料理の数々を紹介します。

用しながらアイヌ文化を解説する。
(貸出可能図書あり)
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新着資料のご紹介
児童書
「できるかな？
どうぶついえるかな」

「あまがえるのかくれんぼ」
たての ひろし 作

かわしま はるこ 絵

世界文化社｜2019.5

いもと ようこ 作｜講談社｜2019.5

「ソラタとヒナタ みえない星空」
かんの ゆうこ 作

くま あやこ 絵

講談社｜2019.5

だあれかな？きつね、かば、ぱんだ、

あまがえるのラッタ、チモ、アルノー

ある日 “上手に育てると言葉を覚え

こあら、かんがるー・・・。

がかくれんぼをして遊んでいると、

る石”をもらったくまのソラタ。きつねの

かわいい動物たちがたくさん登場。

ラッタの体が変な色に！

ヒナタをビックリさせようと

親子で一緒に動物の

小さな世界のできごとを

秘密で育て始めるが…。

名前を言ってみよう！

のぞいてみましょう。

「おしゃべり石」をはじめ、
4 つのお話を収録。

しらべもの

児童書

ティーンズ

「徳治郎とボク」

「くまくらべ

「天才ルーシーの計算ちがい」

花形 みつる作

世界のくまをくらべてみよう！」

ステイシー・マカナルティ 著

理論社｜2019. 4

ケイティ・ヴィガーズ作

講談社｜2019. 4

東京書店｜2019.4

雷に打たれて数学の天才になって

ボクのおじいちゃんの名前は徳二

ヒグマ、ホッキョクグマ、ツキノワグマ

しまったルーシー。飛び級で大学に行

郎。一度決めた事は変えない頑固

ジャイアントパンダなど世界中のさまざ

ける事になった 12 歳のルーシーに

者。おじいちゃんのガキ大将だった

まな熊の生態をかわいいイラストで紹

おばあちゃんは「一年間中学校に通

頃の話を聞くうちにボクは

介しています。

う」 「友達を一人作る」

子供のおじいちゃんが

食事、泳ぎ、木登り、足の

「数学以外の本を読む」

大好きになっていき…

早さなどを比較します。

等の課題を出して…。

新着ＣＤ
クラシック 『マリー・アントワネットの音楽界』 Ｉ／マ
クラシック 『モーツァルトを聴きたくて

ふりそそぐ太陽と爽やかな風を感じて～リフレッシュ・タイム』

Ｉ／ク

釧路市立美術館
展覧会のおしらせ

ジャズ 『ダブル・レインボウ ジョビンに捧ぐ／ジョー・ヘンダーソン』 Ｊ／へ
ジャズ 『恋は甘いショコラのように ロマンティック・ジャズ・タイム』 Ｊ／シ

「138 億光年 宇宙の旅」

洋楽 『ゴールド／カーペンターズ』 Ｋ／カ
日時：７/２(火)～８/２５(日)
子ども向け 『ほら、赤ちゃんが泣きやんだ！』 Ｏ／ホ
落語 『桂雀々

名演集（紀伊国屋寄席）』 Q／カ

落語 『柳家権太楼

名演集（紀伊国屋寄席）』 Q／ヤ

午前１０時～午後５時
金・土 午前１０時～午後７時
月曜休館日 （７/１５・８/１２除く）
料金：一般 ７００円

郷土 『おとのば／六文銭’０９』 Ｒ／ロ
その他 『タニタの食堂おんがく「おうちごはん」』 Ｚ／タ

大学生以下無料
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７月の行事カレンダー
月

火

水

木

金

１

２

３

４

５

休
館
日
９

１０

１１

休
館
日

７

上映会
13：00～
おはなし会
11：00～11：30

おはなし会
11：00～11：30

１２

日

６

上映会
13：00～

おはなし会
14：30～15：00

８

土

１３

上映会
13：00～

１４

上映会
13：00～

文学館 朗読会

１５

１６

１７

１８

おはなし会
11：00～11：30

おはなし会
11：00～11：30

おはなし会
14：30～15：00

１９

２０

上映会
13：00～

海の日上映会

13:00～13:３0

おはなし会のスキル
アップ講座

２１

11:00～12:00

13：00～

おはなし会
11：00～11：30

おはなし会
14：30～15：00

２２

２３

２４

２５

休
館
日

おはなし会
11：00～11：30

２６

２７

休館日
おはなし会
14：30～15：00

２９

休
館
日

３０

短大
工作教室

文学館
どうぶつ★おはなし会
1４:０0～1５:０0

おはなし会
11：00～11：30

（資料整理日)

３１

２８

上映会
13：00～

みんなで紙芝居を
みよう
13：00～14：00

夏休み
図書館きょうしつ
1０:00～1１:３0

今月の上映作品紹介

時間：１３時～ 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）

１５日(月)海の日上映会

１９日(金)

「種まく旅人
夢のつぎ木」

「グレイテスト・
ショーマン」

「パーシー・ジャクソンと
オリンポスの神々」

「フランシスコの
２人の息子」

人間ドラマ／日本
２０１６年／１時間４５分

ミュージカル／アメリカ
２０１７年／１時間４４分

ＳＦ，ファンタジー／アメリカ
２０１０年／１時間５９分

人間ドラマ／ブラジル
２００５年／１時間５７分

亡き兄の夢のため、女優
になる夢をを諦め岡山に
戻った彩音。桃の栽培に
勤しむある日、農水省の
官僚・治の案内を任され
るが…

挑戦と失敗を繰り返した
バーナムは、さまざまな
個性を持つ人々を集め
たショーをヒットさせ成功
するが…

神と人間のハーフのパー
シーは、無実の罪の疑い
を晴らし、母を救うため、
仲間と共に旅立つ。

田舎町で暮らす農民・フ
ランシスコの夢は息子た
ちをプロのミュージシャン
にすることだった。そのた
めに息子たちに楽器を買
い与える…

（みんなでシネマ上映会）

（みんなでシネマ上映会）
（再上映）

２７日(土)
「トロッコ」
人間ドラマ／日本
２００９年／１時間５６分

母、弟と共に台湾の祖父
の家へやって来た敦は、
日本語を話す祖父と共
に、急死した父からもらっ
た写真に写るトロッコの場
所を探し始める。
（再上映）

図書館バス巡回日程（７月～８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

ｽｰﾊﾟｰｱｰｸｽ鳥取大通店 ※2
くしろしょうわ

イオンモール釧路昭和
だいいちふく

第3
木

ほいくえん

第１福ちゃん保育園
やなぎまち

※３

じょう

柳町スピードスケート場
金

くしろぶんか
コーチャンフォー釧路文化ホール ※1
こまばこうえん

駒場公園

7月

2

8月

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

6・20

はしどい学園
第2 水

3・17

7・21

14：30 ～ 15：10

おたのしけふじた

第4

13：30 ～ 14：10

1・15

2・16

おたのしけしょうがっこう

はるとりししょ

金

5・19

大楽毛藤田ストア
大楽毛小学校

14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10

道営新富士団地
星が浦老人福祉センター

木

4・18

どうえいしんふじだんち

ほしがうらろうじんふくし

と

13：30 ～ 14：10

14：30 ～ 15：10

バスのとまるところ
かすがこうえん

20（第3火）

15：00 ～ 15：40

とっとりおおどおりてん

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

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

7月

8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

※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｢スーパーアークス鳥取大通店｣は「ビッグハウス釧路店」と同じ場所です。
※3「第1福ちゃん保育園」は「緑ケ岡会館」と同じ場所です。

