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●おしらせ
開催予告◆図書館ミニツアー◆
図書館の使い方や施設の案内をする「図書館ミニツアー」を今年も開催します！
普段は入れない図書館の裏側までご紹介します。
お申込は不要です。当日直接７階ラウンジへお越しください。
期間：２０１９年６月 1 日(土)・２日(日)・１５日(土)・１６日(日)
時間：13：30～14：30(終了時間は前後することがあります)

●英語のおはなし会●
今年度も英語のおはなし会を開催します。
ＡLT の先生たちと楽しく英語でふれあいましょう！

日にち：２０１９年５月１８日(土)
会場：釧路市中央図書館 ４階おはなしコーナー
時間：11：30～12：00

今月の特集コーナー紹介

７階展示室

４階「ねずみくん特集」＊30 日(木)まで
● 「アンダンティと仲間たち絵画展」
５階 「春の旅特集」 ＊30 日(木)まで
「湿原と湿原の生きもの」
＊30 日(木)～6 月 16 日(日)まで
●７階のパネル展との共催企画です●
６階 「春・小説特集」＊6 月 27 日(木)まで
「本屋大賞特集」＊5 月 30 日(木)まで

期間：２２日(水)～２８日(火)
時間：１０：００～１７：００
最終日は 15：００まで

● 「釧路湿原自然再生協議会パネル展

釧路湿原再生への取り組み」
期間：２９日(水)～６/１６日(日)
時間：９：３０～１９：３０
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新着資料のご紹介
い

文学・小説
「作りかけの明日」

「麦本三歩の好きなもの」

「東海道ふたり旅」

三崎 亜記｜祥伝社｜2018.12

住野 よる｜幻冬舎｜2019.3

池内 紀｜春秋社｜2019.1

１０年前の実験失敗の影響で、終末

朝寝坊、チーズ蒸しパン、そして本。

道案内の絵師・広重とともに往きつ

思想が蔓延する街。運命の日への

好きなものがたくさんあるから、毎日

戻りつ。「東海道五十三次」を、美術

カウントダウンが続くなか、実験に関

はきっと楽しい。図書館勤務の２０代

ではなく“社会”として眺めると、日本

わった２つの組織は問題解決の鍵と

女子、麦本三歩のなにげなく愛おし

人が見えてくる。文化、経済、歴史、

なる人物・ハルカを奪い合い、対立

い日々を描いた日常小説。

技術、風俗。道をひたすら歩き、今
につながる糸をたぐる文化考。

を始め…。

実用書
「世界基準の交渉術」

「齋藤孝の音読ｄｅ名著」

「伝わるメール術」

薮中 三十二｜宝島社｜2019.3

齋藤 孝｜宝島社｜2019.3

平野 友朗｜技術評論社｜2019.3

標準的な「英語力」、自分の意見を

１話たったの１分。日本語で書かれ

正しく伝わるメールが書ける基礎知

言う「個の力」、口数が多く理屈っぽ

た感動の名著を堪能しながら、声に

識から、レイアウトや言葉選び、トラブ

い「ロジック力」。伝説の元外務次官

出して読むだけで、頭と心を整えら

ル防止法、高速メール処理まで、丁

が、グローバルな人財になるために

れる！５４作品を収録。著者による

寧で伝わりやすいメールをすばやく

必要なエッセンスを伝授する。

ポイント解説なども掲載。

作成する秘策を伝授する。メール管
理のテクニックも収録。

実用書

郷土資料

「どこまでＯＫ？がすぐわかる！
冠婚葬祭の新マナー大全」

「男コピーライター、
育休をとる。」

「くまげらのはる」

笹西 真理｜監修｜成美堂出版｜

魚返 洋平｜大和書房｜2019.2

｜絵本塾出版｜2019.1

手島 圭三郎

2019.3
育休って何をするの？「甲斐」はあ

くまげらの木をつつく音が、森の中にひ

お祝いっていつまで大丈夫？など時

る？給付金だけじゃ苦しくない？復

びいた時、それは森の仲間達に春の

代に合った思いやりの形を盛り込み

職した後に自分に待ち受けているも

訪れを知らせる時。厳しい自然の中

ながら、Ｑ＆Ａ形式で冠婚葬祭や訪

のは？育児休業をとった会社員が

で力強く生きる動物を描く、ダイナミッ

問・おもてなしのマナーを紹介。

語るリアルな言葉。最強の出産祝い

クな版画絵本。(貸出可能図書あり)

とは…？
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新着資料のご紹介
児童書
「パンどうぶつえん」

「うえきはちまる」

Coppe｜教育画劇｜2019.3

山本 和子 作/あさい かなえ 作絵

「へんなともだちマンホーくん
マンホーくんとあやしいえんそく」

｜ひさかたチャイルド｜2019.2

村上 しいこ 作/たかい よしかず 絵
｜講談社｜2019.2

ある日、町に「パンどうぶつえん ほ
んじつオープン」と書いてある不思議

うえきはちまるは、元気な鉢植え。

なポスターが貼られたよ。

ツルが伸びすぎたり、枯れそうで

りょうたのクラスは「山の上フラワー

パンどうぶつえんって、なんだろう？

困っている鉢植えたちを助けに、

パーク」へバス遠足。

どんなところか、

今日も仲間とともに

思いっきり遊ぼうと思って

いってみよう！

商店街のパトロールに

いたけど、突然あやしい

しゅっぱーつ！！

声がして・・・。

児童書

しらべもの

「夕焼け色のわすれもの」

「ふしぎ？びっくり！
ことばの由来博物館・９」

たかの けんいち作｜千海 博美 絵

｜講談社｜2019. 2

山下暁美 文｜たじま なおと 絵

ティーンズ
「ぼくにだけ見えるジェシカ」
アンドリュー・ノリス作/橋本 恵 訳
｜徳間書店｜2019. 2

｜ほるぷ出版｜2019.2

クラスメートの忘れ物を届けるため

ファッションに興味を持ち、学校で孤

に団地に行った小６の翔太と純は

動物や鳥、魚、虫などいきものに関す

立している男の子・フランシス。ある

そこで不思議な光景を目にします。

る言葉を取り上げ、その意味や語源

寒い冬の日、校庭のベンチにいると

何かの画像で見た事の

についてイラストを

ノースリーブの女の子が

ある“昭和”の風景に

まじえてわかりやすく

現れました。幽霊の少女

迷い込んだ二人は…

紹介しています。

との友情と少年の成長を
描きます。

新着ＣＤ
釧路市立美術館
展覧会のおしらせ

歌劇 『ワーグナー：舞台神聖祝典劇《パルジファル》／カラヤン』 Ｇ/ワ
ジャズ 『ヒューブリス／リッチー・バイラーク』 Ｊ/ハ
洋楽 『ライヴ・アット・ザ・ハリウッド・ボウル／ザ ・ビートルズ』 Ｋ/ヒ

「現代オートマタがやってきた！
～英国自動人形展」

ポップス 『北のうたたち／松山 千春』 Ｌ/マ
子ども向け 『それいけ！アンパンマン大全集 みんなでアンパンマンソング』 Ｏ/ソ
子ども向け 『たのしい知育ソング

九九・すうじ・えいご・いろんなおぼえうたがいっぱい！』

Ｏ/タ

朗読 『赤髪組合（名作ミステリー シャーロック・ホームズ）／コナン・ドイル』 Ｐ/ト

日時：４/２７(土)～６/２３(日)
午前 10 時～午後５時
金・土 午前 10 時～午後７時

落語 『三遊亭小遊三 名演集（紀伊國屋寄席）』 Ｑ/キ

月曜休館日 (4/29・5/6 特別開館))

郷土 『人生の華，ふるさと慕情／嵯城 絹子』 Ｒ/サ

料金：一般 ７００円

その他 『社交ダンス・デラックス』 Ｚ/シ

大学生以下無料
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５月の行事カレンダー
月

火

水

木

金

１

２

３

土
祝日上映会

日

４

５

祝日上映会

13：00～

こどもの読書
週間映画会

13：00～

13：00～
おはなし会
14：30～15：00

６

７

８

９

おはなし会
11：00～11：30

１０
おはなし会
14：30～15：00

休館日

１３

休館日

２０

休館日

２７

１４

１５

１６

２２

１７

２３

２９

上映会
13：00～

２４

３０

上映会
13：00～

１８

１９

英語のおはなし会
11：30～12：00

２５

おはなし会
11：00～11：30

２６

上映会
13：00～

文学館 朗読会
13:00～13:30

おはなし会
11：00～11：30

５日（日） こどもの読書週間映画会
「レオ・レオニ ５つの名作集」

休館日

今月の上映作品紹介

上映会 13：00～

おはなし会
11：00～11：30

３１

おはなし会
14：30～15：00

１２

上映会
13：00～

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

２８

１１

おはなし会
11：00～11：30

おはなし会
14：30～15：00

２１

上映会
13：00～

おはなし会
11：00～11：30

（アニメ）１９８７年/２８分/イタリア

（資料整理日)

レオ・レオニの５つの絵本をアニメに。

時間：１３時～ 場所：７階多目的ホール 座席数：８０席

３日（金） 祝日上映会

４日（土） 祝日上映会

１０日（金），１１日（土）

１７日（金），１８日（土）

２４日（金），２５日（土）

「プロフェッショナル

「ブタがいた教室」

「ロスト・イン・パリ」

仕事の流儀 ７
進藤奈邦子の仕事」

（人間ドラマ）
２００８年/１時間４９分/日本

（コメディ）
２０１６年/１時間２８分
フランスほか

「ロレンツォのオイル
命の詩」

「二宮金次郎物語
愛と情熱のかぎり」

（人間ドラマ）
１９９２年/２時間９分
アメリカ

（人間ドラマ）
１９９７年/１時間５５分/日本

（ドキュメンタリー，社会）
２００６年/４３分/日本

教師の星は、６年２組の
生徒たちと１年後に食べ
る約束でブタを飼いはじ
める。世話をするなかで
生徒たちはブタへの愛情
を募らせていくが…

鳥インフルエンザの感染
拡大を食いとめる最前線
に立つ、医師、進藤奈邦
子の仕事に密着する。

カナダの小さな村で平凡
に暮らすフィオナは、パリ
に住むおばから助けを求
める手紙を受け取り、旅
立つが…

天明７年の相模。百姓の
長男・金次郎は、幼くして
家族も田畑も失う。生家
の 再 興 、奉公 先の 財 政
再建を図っていくが…

幼い息子が不治の病に
侵された夫妻は、家族の
愛、信仰の深さ、医療の
限界を試される。

図書館バス巡回日程（５月～６月）
週 曜
第1 火

じ

バスのとまるところ

時

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
みどりがおかかいかん

第3
木

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

週 曜

4

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

1・15

5・19

14：30 ～ 15：10

おたのしけふじた

第4

6・20

7・21

おたのしけしょうがっこう

はるとりししょ

金

3・17

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

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
かすがこうえん

13：30 ～ 14：10

緑ケ岡会館
やなぎまち

7

6月

15：00 ～ 15：40

とっとりおおどおりてん

水

5月

13：10 ～ 13：40
14：00 ～ 14：40

フクハラ春採店
白樺まりも学園

第1

間

火

釧路市生涯学習センター

しらかば

ん

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

か

春採支所
むさてん

フクハラ武佐店

じ

時

か

ん

間

5月

6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

※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。
☆｢スーパーアークス鳥取大通店」は、工事のため5月1日はお休みします。
15日は未定のため新聞記事で確認するか、図書館へお問い合わせください
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企画展示

「原野の文学」

4 月 27 日(土)～7 月 21 日（日）

釧路近郊に広がる湿地帯は釧路湿原と名付けられる前には「ヤチ」「原野」
と表現され、早川三代治『処女地』や原田康子『挽歌』などの文学作品に描か
れています。その原野の片隅で、昭和初期に更科源藏と猪狩満直など釧路にゆ
かりのある詩人たちが詩の雑誌をつくりました。
本展では、釧路湿原や釧路川など原野の風景が描かれた代表的な文学作品
を展示するとともに、根釧原野の開拓に生きた更科源藏と猪狩満直、二人の
詩人に関する資料を集めて紹介します。
★関連イベント
＜７階展示室開催＞パネル展「釧路湿原自然再生への取り組み」
5 月 29 日（水）～6 月 16 日（日）
釧路湿原再生事業について、パネルを交えながら紹介します。

予告

講演「原野の詩人 更科源藏―北の原野の物語―」
6 月 30 日（日）13:30～15:00 （開催場所：7 階多目的ホール）
松橋秀和氏（更科源藏研究者・秀和人文科学研究所主宰）が更科源藏の生い立ち
から青春までの半生を紹介し、詩誌『北緯五十度』に集まった詩人たちとの交流と
日本の詩文学への影響、釧路・根室地方の文学との関わりについて語ります。

5 月 26 日（日）

朗読会
場所 文学館内
時間 13:00～13:30
入場無料・申込不要

釧路文学館
釧路市中央図書館６Ｆ

朗読：釧路リーディング

サークル VEGA
佐々木健、尾越麻代
作品：更科源藏『北海道の旅』
『熊牛原野』

6 月 16 日（日）
朗読：ジスイズ朗読会

岸本真希人、小田島本有
作品：更科源藏『わが師 わが友』
小田島本有『釧路から～国語
教師のメッセージ』

〒085-0015 釧路市北大通 10 丁目 2 番 1 号
TEL.0154-64-1740
開館時間：9：30～19：30
休館日：毎週月曜(祝日除く)、館内整理日(毎月最終金曜日)、年末年始(12 月 29 日～1 月 3 日)

