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●お知らせ～文学館
石川啄木来釧１１０周年記念展示「啄木とさいはての女たち」
小奴、梅川、三尺ハイカラ…石川啄木の日記には、釧路で出会った女性たちが登場します。
本展では、石川啄木と関わりがあった釧路の女性たちについて紹介し、その代表格である
小奴の遺品を展示します。

開催日時

９月１日（土）～11 月 25 日（日）

９：３０～１９：３０ 入館無料

～関連イベント～
９月２日（日） 7 階多目的ホール
1. 朗読会

１３：００～１３：３０

朗読：ジスイズ朗読会 小田島本有氏 作品：石川啄木『菊池君』より抜粋
2. 講 演
１３：３０～１５：００
「釧路時代 啄木をめぐる女性たち」
北畠立朴氏（釧路啄木会会長）が啄木の釧路時代の色恋沙汰について語ります。

７階 多目的ホールのイベント

講演会
●釧路地方の地名を考える会設立２０周年
記念講演～「蝦夷地」と江戸～
講師 早稲田大学教授 谷川 章雄氏
日 時 ９月１日(土) １５：００～１７：００
主 催 釧路地方の地名を考える会
●キノコとともに～伊沢正名の世界
講師 菌類写真家 伊沢 正名氏
日 時 ９月２２日(土) １３：３０～１５：３０
主 催 釧路専門学校 釧路キノコの会 他
申込み 釧路専門学校 ℡ ５１-３１９５
小松さんあて （１０：００～１５：００）

民話を聞く会
●ゆたかな語りの世界～荒石かつえさんの素語り
日 時 ９月８日(土) １３：３０～１５：００
釧路出身の荒石かつえさんの語りを聞きませんか？

９月の展示
7 階 展示室
「きんれんかの魅力を探す旅」イラスト展
期間：9 月 1 日(土)～14(金)
時間：9:30～19:30
（1 日は 13 時より、最終日は 13 時まで）

7 階 展示室
「絵てがみ はじめませんか」
期間：9 月 16 日(日)～27 日(木)
時間：9：30～19：30（最終日は 17 時まで）
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新着資料のご紹介
文学・小説
「山本周五郎
背筋を伸ばす反骨の文士」

「神に守られた島」

「おいぼれハムレット」

中脇 初枝｜講談社｜2018.7

橋本 治｜河出書房新社｜2018.6

河出書房新社編集部｜
第 2 次世界大戦末期、沖縄本島よ

落語世界文学全集が刊行！

り北にある沖永良部（おきのえらぶ）

西洋のお大名家のお話も色々とござ

没後 50 年を経て未だ読み継がれる

島は、毎日米軍機からの爆撃に襲

います内で、「長ろうべきか死すべき

山本周五郎の文庫等未収録作品を

われた。悲惨な状況の中にありなが

か」で評判を取りました、講釈種の後

収録。宮部みゆき×杉本章子の対

らも、あたたかな人々の交流を描い

日譚でございます。橋本治が「ハム

談、木皿泉らのエッセイなども必読。

た力作。

レット」を落語調で綴る。

河出書房新社｜2018.4

実用書
「かわいいロシアの A to Z
愛おしくて素朴なデザインたち」

「ニッポン駄菓子工場」
Beretta｜雷鳥社｜2018.４

「はじめての人にもわかる
金融商品の解剖図鑑」
吉澤 大｜かんき出版｜2018.4

井岡 美保｜青幻社｜2018.4
都こんぶなどの懐かしの駄菓子から
「くらし・もの・こと」を切り口に仕事で

大人になっても食べている定番の駄

投資信託、仮想通貨、住宅ローン

過去 40 回近く渡露している著者が

菓子まで 32 商品紹介。ほか、見て

…。投資家で、税理士の著者が「お

紹介するとっておきのロシア。かわい

楽しい、食べておいしい駄菓子も収

金を増やす手法」についてその基本

いロシアが満載の 1 冊。

録。

と真の姿を解剖して紹介する。

実用書

郷土資料

「フィギュアスケートとジェンダー
ぼくらに寄り添うスポーツの力」

「陛下、お味はいかがでしょう。
「天皇の料理番」の絵日記」

「クレヨンで描いた
おいしい魚図鑑」

後藤 太輔｜現代書館｜2018.4

工藤 極｜徳間書店｜2018.6

加藤 休ミ｜晶文社｜2018.１

現役の新聞記者がフィギュアスケー

宮内庁大膳課厨房第２係に勤務し

鮭の塩焼き、焼きたらこ、お寿司…

トとジェンダーを切り口として、様々な

ていた著者が、皇室ご一家の食卓

北海道でおいしい魚を食べて育った

社会問題を解決するスポーツの可

やだんらん、知られざる食にまつわる

著者が作った、魚図鑑なのに眺めて

能性を探る。

エピソードをイラストとともに紹介。

いるだけでおなかがすいてくる本。
（貸出可能な図書もあります）
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新着資料のご紹介
児童書
「くるっ」

「ちゃめひめさまとあやしいたから」

「おまつり」

森 あさこ｜ポプラ社｜2018.6

たかどの ほうこ｜あかね書房｜

あずみ虫｜白泉社｜2018.7

2018.5
ページをめくると“くるっ”。いろいろな

北海道生まれの作者の作品です。

神社のお祭りに、お母さんと一緒に

ものがくるっとなります。「ぞうさん、ぞ

森に宝さがしにでかけた

やってきた、くまた。屋台にお神輿、

うさん」と呼んで

ちゃめひめさまたち。

きれいな花火に盆踊り。アルミ板を

ページをめくると

昔、竜が住んでいた

カッティングするユニ

“くるっ”

ほら穴をめざします

ークな技法で、楽し

なにがくるっと

が、道を間違えて

い日本のおまつりの

なったかな？

しまい･･･

一日を描く。

児童書

しらべもの

ティーンズ

「十年屋」

「こども自助論～

「ナチスに挑戦した少年たち」

廣嶋 玲子｜静山社｜2018.7

自分の力で人生を切りひらく！」

フィリップ・フーズ｜小学館｜

齋藤 孝｜日本図書センター｜

2018.7

捨てられないもの、捨てたくないもの

2018.6

を 10 年間、魔法で預

逃げ出したくなるときや頑張ってみた

第 2 次世界大戦、ナチス占領下の

かる「十年屋」。対価は

けど…など悩みがた

デンマークで、武器を何一つ持たず

お金ではなく、寿命を

くさん！そんな時に

にナチス軍に抵抗し、

1 年分頂きます…

努力することを教え

自転車と勇気を武器

てくれる 1 冊です。

に戦い続けた少年達
の真実の物語です。

新着ＣＤ
クラシック 『こころの軌跡／フジ子・ヘミング』 F/ﾘ
クラシック 『クラシック・ギター名曲選』 I/ｸ
ジャズ 『白熱／トミー・フラナガン』 J/ﾌ

釧路市立美術館
展覧会のおしらせ
●プチコレ 道東の野外彫刻

ジャズ 『アンコール！／渡辺貞夫』 J/ﾜ

日時：９/１(土)～９/１6(日)

邦楽 『吟詠ベスト 決定版』 M/ｷ

午前 10 時～午後 5 時 月曜休館日

世界の音楽 『イタリア（アラウンド・ザ・ワールド６）』 N/ｱ/6
子ども向け 『ジャッキーのしあわせ』 O/ｼ
落語 『桂歌丸 名演集（紀伊國屋寄席）』 Q/ｷ
郷土 『紙ひこうき／田川保信』 R/ﾀ
その他 『ねこのための音楽』 Z/ﾈ

料金：一般 1４0 円（大学生以下無料）

● 第４３回 釧路市民文化展
絵画で国立公園めぐり
～巨匠が描いた日本の自然
日時：９/23(日)～11/１１(日)
午前 10 時～午後 5 時 月曜休館日
※毎週金・土は午後８時まで
料金：一般 600 円（大学生以下無料）
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９月の行事カレンダー
月

火

水

１７日（月）祝日上映会
祝日開館

木

金

4

１0
休
館
日

１1

１７

１8

日

1

「君に届け」

5

6

おはなし会
11：00～11：30

7

上映会
10：00～

おはなし会
14：30～15：０0

１2

１3

おはなし会
11：00～11：30

１4

おはなし会
14：30～15：０0

19

20

2

講演会
15：00～17:00

２０１０年/２時間８分/日本
暗い見た目で怖がられる爽子。親友たちと出会い、クラスメイトに恋をし
て、少しずつ変わっていくが…

3
休
館
日

土

上映会
10：00～

8

朗読会･講演会

13：00～15:00

おはなし会

9

上映会
13：00～

16

上映会
13：00～

23

上映会
13：00～

11：00～11：30

英語のおはなし会
11:30～12：00

１5

おはなし会
11：00～11：30

21

文学館イベント

おはなし会
11：00～11：30

おはなし会
11：00～11：30

22 講演会
13：30～15:30

祝日上映会
13：00～

おはなし会
14：30～15：０0

祝日開館

24

25

26

27

おはなし会
11：00～11：30

28

おはなし会
11：00～11：30

29

30

休館日

祝日上映会
13：00～

おはなし会
14：30～15：０0

祝日開館

（資料整理日)

おはなし会
11：00～11：30

今月の上映作品紹介
７日（金）・９日（日）
「ブルックリン」

１４日（金）・１６日（日）
「インフェルノ」

２３日（日）
「４分間のピアニスト」

２４日（月）祝日上映会
「月に行く舟」

２０１６年/１時間５１分/
イギリス ほか
アイルランドの小さな街から、ア
メリカへ渡ったエイリシュは、慣
れない生活に苦悩しながらも、
学ぶ喜びと恋を知る。

２０１６年/２時間１分/アメリカ
大富豪が生み出した殺人ウイ
ルスの散布を阻止するため、ラ
ングドンが奔走。ダンテの「神
曲」〈地獄篇(インフェルノ)〉に隠
された暗号とは…？

２００６年/1 時間５０分/ドイツ
ピアノの教師として刑務所にやっ
てきたクリューガーは、ジェニー
の才能を見抜き、レッスンを始
める。ジェニーはクリューガーに
心を開いていくが…

２０１４年/１時間１１分/日本
山間の駅。作家の原稿を受け
取り帰る途中の涼太は、白杖を
つく女性、理生に声をかける。
彼女はこの駅で、ある人を待っ
ているという…

図書館バス巡回日程（９月～１０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

10：20 ～ 10：50

9月

4

10月

週 曜

かすがこうえん

9(第2火)
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

4・18

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

15：00 ～ 15：40

ほしがうらろうじんふくし

と

13：30 ～ 14：10

5・19

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

13：30 ～ 14：10

6・20

7・21

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

4・18

14：30 ～ 15：10

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

9月

10月

13：30～14：10

11・25 9・23
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：00
14：10 ～ 14：40

12・26 10・24

15：00 ～ 15：30
13：30 ～ 14：10

13・27 11・25
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10

14・28 12・26
14：30 ～ 15：20

