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資料検索へ

●お知らせ
第１０回釧路市中央図書館朗読会の読み手を募集します
募集期間

平成３０年８月１日(水) ～８月３0 日(木)

募集する方

１１月４日（日） 13：00～15：30 に開催される朗読会で朗読を
発表いただける方
●定員 ６名 （先着順・定員に達し次第終了）
●経験は不問

●朗読作品は朗読者にお選びいただきます

●９月～11 月にリハーサルを４回行う予定

『釧路を舞台にした文学』

テーマ

お申込み・お問合せは直接、またはお電話で

主催 釧路市中央図書館

電話 64-1740

共催 釧路工業高等専門学校

８月の展示
6 階 文学館
企画展示「釧路を訪れた作家たち」
期間：～26 日（日）

7 階 展示室
「水彩画サークルひまわり会
50 周年記念作品展」

時間：９：３０～１９：３０

期間：９日（木）～19 日（日）
時間：９：３０～１９：３０

7 階 展示室
「武四郎まつり in 釧路」
期間：～5 日（日）
時間：９：３０～１９：３０

最終日は 16：00 まで

7 階 展示室
「犯罪と非行を防ごう」
ポスターコンクール
期間：24 日（金）～30 日（木）
時間：９：３０～１９：３０
最終日は 16：00 まで
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新着資料のご紹介
文学・小説
「新しい詩とその作り方」

「巨悪」

「原発とジャングル」

室生 犀星｜国書刊行会｜2018.3

渡辺 京二｜晶文社｜2018.5

伊兼 源太郎｜講談社｜2018.6

初版は大正 7 年、犀星 20 代の著

進歩か縮小かではなく、主体的、共

高校の同級生だった二人は検事と

作。ありのままの自然や事物、事象

感的な文明の途とは？様々な書物

検察事務官になった。彼らの前に、

をとらえ、魂の根源をみつめること

をひもときつつ日々考えぬいた、近

現代の「巨悪」が立ちはだかる。元新

が、新しい詩を書く力になると熱く語

代史家の磨かれた言葉。著者は

聞記者の著者が描き出す渾身の検

る。萩原朔太郎、北原白秋の寄稿も

1930 年に生まれ、2016 年の熊本

察ミステリー巨編。

収録。

地震を経験。

実用書
「野草と暮らす 365 日」

「好き嫌い

行動科学最大の謎」

「青春 18 きっぷの教科書」

トム・ヴァンダービルト｜早川書房｜

「旅と鉄道」編集部｜天夢人｜

2018.6

2018.7

とに活用したい野草約 130 種類を

ビッグデータの時代、人の選好を操

1 日わずか 2370 円で、JR 線の普通

中心に、見つけ方や見分け方から、

る手法が開発されている。心理学や

列車に乗り放題! 青春 18 きっぷの

野草を生かした料理、香りを楽しむと

生物学、行動経済学の最新研究等

便利な使い方はもちろん、お得で楽

いった暮らしの知恵までを紹介する

から人間の「好き嫌い」を左右する

しい旅のプランを紹介する。

山下 智道｜山と渓谷社｜2018.7
野草研究家・山下智道が、季節ご

原則を解剖し、その面白さを説く。

実用書
「人に言いたくなるアメリカと
野球の「ちょっとイイ話」」
向井 万起男｜講談社｜2018.6

郷土資料
「果物と野菜のゼリー
果汁、果肉を詰め込んで。」
袴田 尚弥｜グラフィック社｜

「松浦武四郎入門
幕末の探検家」
山本 命｜月兎舎｜2018.3

2018.４
諸国を旅して多数の書物を出版し、

アメリカ人とアメリカ文化を知るのに、
大リーグほど良い教材はない! 大リ

暑い季節に恋しくなる夏にぴったり・

蝦夷地の探査を通してアイヌ文化を

ーグ・大リーガーを通して米国の歴

涼やかなゼリー。自然の香りを楽し

全国へ紹介した“北海道の名付け

史や文化について語る。

み、見た目も美しく、食べておいしい

親”松浦武四郎の生涯を描く。地図

冷製ゼリーを提案している。

や写真も掲載。
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新着資料のご紹介
児童書
「あがりめ

さがりめ」

「おしっこちょっぴりもれたろう」

「うさぎのマリーの
フルーツパーラー」

とよた かずひこ｜世界文化社｜

ヨシタケシンスケ｜PHP 研究所｜

2018.6

2018.6

小手鞠 るい｜講談社｜2018.6

「あーがりめ、さーがりめ～♪」

ぼく、おしっこちょっぴりもれたろう。パ

動物たちはみんな、マリーさんのフル

ねこやうさぎ、きつね、パンダなどの

ンツにおしっこがちょっぴりもれちゃう

ーツパフェが大好きです。お店の前

かわいい動物たちと

から、お母さんに

にはいつも行列が

一緒にお顔の体操

いつも怒られる。

できています。お店が

してみよう！

ぼくみたいな人が

終わると、マリーさん

親子で楽しめる絵本。

ほかにもいるかな？

は材料を探しに森へ
出かけますが…。

児童書

しらべもの

ティーンズ

「リマ・トゥジュ・リマ・

「王先輩から清宮幸太郎まで

「ナミダロイド NAMIDAROID」

トゥジュ・トゥジュ」

早実野球部物語」

ミシエル・カーラー ・絵 寺井 広樹・作

こまつ あやこ｜講談社｜2018.6

｜辰巳出版｜2018.4

中村 計｜講談社｜2018.3

帰国子女である沙弥は、日本の中
学に順応しようと四苦八苦。ある日、

のべ 50 回甲子園に出場、優勝回多

小さなロボット“ナミダロイド”。子供の

「督促女王」と一緒に

数の戦績を誇る早稲田実業野球部

涙の理由をママに教えてくれます。

短歌の「ギンコウ」

は世界の王貞治さんを

日々、家事や子育てに一生懸命な

へ行くことに。何だか

はじめ、清宮幸太郎選手

ママにだって赤ちゃんよりも大きな声

わからないままつい

も輩出。その強さの

で泣きたくなってしまうことはあるので

ていくと…。

秘密とは？

す…。

新着ＣＤ
クラシック 『バルトーク：管弦楽作品全集１／フィッシャー』 B/ﾊ/1
クラシック 『バルトーク：管弦楽作品全集２／フィッシャー』 B/ﾊ/2
ジャズ 『シングス・ウィズ・ザ・デューク・エリントン・オーケストラ』 J/ﾋ
洋楽 『リアル・ロイヤル・アルバート・ホール／ボブ・ディラン』 K/ﾎ
世界の音楽 『ドイツ／オーストリア（アラウンド・ザ・ワールド５）』 N/ｱ
子ども向け 『ジャッキーといっしょ かぞくでうたおう！かわいい童謡』 O/ｼ
子ども向け 『決定版こどもが喜ぶ！盆踊り アニメ＆ヒッツ

ベスト』 O/ｺ

落語 『特選 古典落語２／五代目 古今亭志ん生ほか』 Q/ﾄ/2
郷土 『ＴＯＢＲＥＣ（トブレック）／ＴＨＥＥ Ｏ ＢＡＮＤ』R/ｼ
その他『マックス・リヒター：フロム・スリープ マックス』Z/ﾏ

釧路市立美術館
展覧会のおしらせ
棟方志功の福光時代展
～信仰と美の出会い
日時：～8/26(日)
午前 10 時～午後 5 時
月曜休館日(7/16 は除く)
料金：一般 1.100 円
高・大学生 600 円
中学生 300 円
※小学生以下は保護者同伴
で入場無料
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８月の行事カレンダー
月

火

水

木

金

土

日

１

２

３

４

５

武四郎まつり

5 日まで

休館日

６

休館日

１３

休館日

２０

休館日

２７

７

おはなし会
14：30～15：30

８

９

１０

１５

１６

１７

おはなし会
14：30～15：30

２１

２２

２３

２９

１８

上映会
13：00～

１９

おはなし会
11：00～11：30

２５

上映会
10：00～

２６

上映会
13：00～

おはなし会
11：00～11：30

おはなし会
11：00～11：30

３０

１２

おはなし会
11：00～11：30

上映会
10：00～

２４

祝日上映会

13：00～

おはなし会
11：00～11：30

おはなし会
14：30～15：30

２８

１１

上映会
10：00～

おはなし会
11：00～11：30

おはなし会
14：30～15：30

１４

おはなし会
11：00～11：30

おはなし会
11：00～11：30

３１

休館日
おはなし会
14：30～15：30

（資料整理日)

今月の上映作品紹介
１０日（金）・１２日（日）
「天使と悪魔」

１１日（土）祝日上映会
「忍たま乱太郎

１７日（金）
「ANNIE」

２４日（金）・２６日（日）
「夏をゆく人々」

２００９年/２時間１８分/アメリカ
カトリック教会の新教皇を選出
するコンクラーベが迫るヴァチカ
ンで、候補者の枢機卿たちが
誘拐される。犯人はヴァチカン
の爆破も企てている！

忍術学園全員出勤！の段」
２０１１年/１時間１８分/日本
忍たまたちの夏休みの宿題が
入れ替わり、１年生の喜三太
に、６年生の宿題が！
≪子ども向けアニメ≫

２０１４年/１時間５８分/アメリカ
マンハッタン、市長候補のスタック
スは車にはねられそうになった少
女アニーを助ける。好感度アップ
のため、スタックスは孤児の
アニーを利用しようとするが…

２０１４年/１時間５１分/イタリア
トスカーナ州周辺の土地で養
蜂を営む家族。自然のリズムの
中で生活を営んできたがある
夏、村にテレビクルーが訪れた
ことから変化が起こる…

図書館バス巡回日程（８月～９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

8月

10：20 ～ 10：50 28(第４火）

9月

週 曜

かすがこうえん

4
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

7・21

がくえん

4・18

はしどい学園
第2 水

15：00 ～ 15：40

1・15

5・19

14：30 ～ 15：10

おたのしけふじた

第4

13：30 ～ 14：10

金

7・21

おたのしけしょうがっこう

はるとりししょ

14：30 ～ 15：10

3・17

大楽毛藤田ストア
大楽毛小学校

6・20

13：30 ～ 14：10

道営新富士団地
星が浦老人福祉センター

木

2・16

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

春採支所
むさてん

フクハラ武佐店

じ

時

か

ん

間

8月

9月

13：30～14：10

14・28 11・25
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：00
14：10 ～ 14：40

8・22 12・26

15：00 ～ 15：30
13：30 ～ 14：10

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

10・24 14・28
14：30 ～ 15：20

