
 

● 「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：～１６日(日) 
時間：９：３０～１９：３０ 

● 「色紙画展」  
期間：１９日(水)～２３日(日) 
時間：１０：００～１７：００ 

（最終日は 16 時まで）  
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釧路市中央図書館だより ６月号  

◆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！ 

図書館初心者の方や、ご家族でもぜひご参加ください。 

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)  
 

 

●平野美和子さん 親子で楽しむおはなし会●  

道内各地で「語り」をしている平野美和子さんが、図書館で 

「語り」や「おはなし」をしてくれます。 

大人・子供にかかわらず、ぜひ聞きにいらしてください。 

 

日にち：２０１９年６月２３日(日) 

会場：釧路市中央図書館 ７階多目的ホール 

時間：１３：００～１４：００ 

●おしらせ 
 

 

 

●大人のためのおはなし会＆絵本講座●  

大人も絵本の世界を堪能してみませんか？ 

おなはしネットぼんぼんのメンバーによる絵本の 

読み聞かせと、絵本講座を行います。 

 

日にち：２０１９年６月 11 日(火) 

会場：釧路市中央図書館４階 

ファミリー読書ルーム 

時間：１０：００～１２：００ 

※申込不要・参加無料・途中退室ＯＫ 



い 
文学・小説 

郷土資料 

「街場の平成論」 

内田 樹他｜晶文社｜2019.3 

 

日本の国運が「隆盛」から「衰退」へ

と切り替わる転換期だった平成の 30

年。この間に生まれた<絶望>と<希

望>を、「丈夫な頭」を持つ 9 人の論

者が、政治・社会・宗教・自然科学

などの観点から回想する。 

「胃腸を最速で強くする」 

奥田 昌子｜幻冬舎｜2019.4 

 

私たちの体を貫く一本の管=消化管

の病気を抱える日本人は 1010 万

人にのぼる。最新の研究をもとに、強

い消化管をつくるために欠かせない

食事や生活習慣、ストレス対処法を

解説。 

「Think clearly(ｼﾝｸ・ｸﾘｱﾘｰ)」 

ロルフ・ドベリ｜サンマーク出版｜

2019.4 

 

「考えるより、行動しよう」「なんでも

柔軟に修正しよう」…。心理学、行

動経済学、哲学、投資家や起業家

の思想をひもとき、まとめあげた、あ

なたの人生がうまくいく可能性を高め

てくれる 52 の思考法を紹介する。 

「ならべてくらべる絶滅と進化の

動物史」 

川崎 悟司｜ブックマン社｜2019.4 

 

首を長くしたキリン、海に帰ったクジ

ラ、鳥になった恐竜…。起源から振

り返る、動物たちの生存戦略。哺乳

類から鳥類、爬虫類、両生類、魚類

まで、脊椎動物の進化の歴史をイラ

ストを交えわかりやすく紹介。 
 
 

「かんたん家庭で作るおいしい

羊肉料理」 

宮島 由香里 ほか｜講談社｜

2019.4 

 

「おいしい」「高タンパク」「低カロリー」 

で、脂肪燃焼効果の高い羊肉。 

フレンチ、中華、エスニック、和風の 

羊料理の人気店が家庭でできる 

レシピを紹介する。 

新着資料のご紹介  

実用書 

「おやつが好き」 

坂木 司｜文藝春秋｜2019.4 

 

おやつは甘い派？しょっぱい派？銀

座の名店から量販店のスナック菓子

まで美味しく語りつくす、「和菓子のア

ン」の著者による初エッセイ集。自分

にご褒美、今日のおやつは何食べ

る？お菓子にまつわる小説も併録。 

 

 

 

「ミート・ザ・ジャンパーズ！」 

太田 忠司｜光文社｜2019.2 

 

メジャーデビューもしていない、平均

年齢７０歳に届こうかという“ご長寿”

バンド、ジャンパーズ。ホームのライ

ブハウスが方針転換し、解散危機を

迎えたジャンパーズに、ドラム担当の

キャミーの孫・響人がとった行動とは

…？ 

 

 

 

 

「それからの四十七士」 

岡本 さとる｜祥伝社｜2019.4 

 

赤穂・浅野家には改易の時が迫って

いた。現将軍・徳川綱吉の次を狙う

綱豊は、懐刀の新井白石を浅野家

筆頭家老・大石内蔵助に接触させ

る。内蔵助の人品に惹かれた白石

は、浅野家再興に尽力するが…。 

 

 

 

 

「ニッポンを解剖する!北海道図鑑」 

ＪＴＢﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ｜2019.4 

 

北海道の名所・文化を徹底解剖!  

自然景観の成り立ちや幻想的な風景

の秘密、古代から近代化までの歴史

地域を支える産業やそこでしか見ら

れない美景、ホットスポットを紹介。 

(予約可能図書あり) 
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「くもとそらのえほん」 

五十嵐 美和子 作・絵 

武田 康男 監修 

  PHP 研究所｜2019.4 

今日も地球の空の上でフワフワと浮

かんでいる雲。光によって様々な色

になったり、風の流れで形を変えたり

しています。今日の空の 

雲はどんな雲かな？ 

「初恋まねき猫」 

小手鞠 るい 著｜講談社｜2019. 4 

中学 2 年の龍樹は、春休みにスキー

で脚を骨折し、学校を休んでいたとこ

ろ、部屋の窓から現れた美しい銀色

の猫に心を奪われる。この猫を 

描いてみたい、と龍樹はずっと忘れて 

いた絵を描きたい気持ちを 

思い出し・・・。 

児童書

「こちら妖怪お悩み相談室」 

清水 温子 作 たごもり のりこ 絵 

｜岩崎書店｜2019. 4 

小学6年生のリカは、妖怪お悩み相

談員。妖怪たちのお悩みと向き合う

日々の中、リカはある問題解決の 

ために妖怪パレードを 

計画することとなり…!? 

「すてねこたちに未来を 

   小学４年生の保護ねこ活動」 

菅 聖子 

汐文社｜2019.3 

猫の保護活動をしている小学４年生

の女の子・渚美ちゃん。全ての猫達が

幸福になれる事を願い 

日々活動しています。 

猫達との出会いと別れ 

から考える幸せとは。 

釧路市立美術館 
展覧会のおしらせ

「ゆうごはんなにたべたい？」 

かけひ さとこ 作・絵 

赤ちゃんとママ社｜2019.4 

今日のゆうごはんは何が食べたい？ 

美味しいおうちごはん、何がいいか

な？卵サンド・おでん・海鮮丼もいい

なぁと家族からのリクエ 

スト。さて今晩のメニュー

は何だろう？ 

「たべたらうんち！」 

ひさかたチャイルド｜2019.4 

あおむし、かえる、みつばち、 

かたつむり・・・。いろいろな生きもの 

たちの、生きる基本である食べる姿、 

うんちを出す姿を写真で紹介。 

生きものたちの共通している点、 

違っている点を観察 

してみよう！ 

ティーンズ

「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 

金・土 午前 10 時～午後７時 

月曜休館日  

料金：一般 ９００円 

   大学生以下無料 

クラシック 『マーラー：交響曲第７番「夜の歌」/ラトル バーミンガム市響』 Ａ/マ

クラシック 『パーセル：ヴィオールのためのファンタジア集／ロンドン・バロック』 Ｂ/ハ

洋楽 『ニニ・ロッソ 永遠のオリジナル・ヒット集』 Ｋ/ロ 

子ども向け 『にこにこ，ぷん ベスト１００』 Ｏ/ニ 

朗読 『唇の捩れた男（名作ミステリー シャーロック・ホームズ）』 Ｐ/ト 

朗読 『朗読版 紀行文学名作選５ 北海道 屋久島 沖縄』 Ｐ/ロ/５ 

郷土 『サカナシコウ／生命戦線－ライフライン－（ｉｆｆｙ）』 Ｒ/イ 

郷土 『絆道（横内じゅん）』 Ｒ/ヨ 

その他 『ウェディング・ソングス・オルゴール』 Ｚ/ウ 

その他 『ドリーム～ディズニー・グレイテスト・ソングス～アニメーション版』 Ｚ/テ 

しらべもの

新着資料のご紹介 
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新着ＣＤ 



月 火 水 木 金 土 日 

１ ２ 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ 

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

６月の行事カレンダー 

今月の上映作品紹介 

おはなし会 

11：00～11：30 

おはなし会 

11：00～11：30 

図書館バス巡回日程（６月～７月） 

おはなし会 

11：00～11：30 

休館日 

（資料整理日) 

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 

おはなし会 

14：30～15：00 

文学館 朗読会 

13:00～13:30 

上映会 

13：00～ 

上映会 

13：00～ 

上映会 

13：00～ 

おはなし会 

14：30～15：00 

上映会 

13：00～ 

おはなし会 

14：30～15：00 

上映会 

13：00～ 
親子で楽しむ 

おはなし会 

13:00～1４:00 

大人のための 

おはなし会 

10:00～12:00 

おはなし会 

11：00～11：30 
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時間：１３時～ 場所：７階多目的ホール 座席数：８０席 

休
館
日

休
館
日

休
館
日

休
館
日

おはなし会 

11：00～11：30 

上映会 

13：00～ 

１日（土） 

「ボクたちの交換日記」 
人間ドラマ/日本/２０１３年 

１時間５５分 

冴えない日々を打開す
るため、売れないお笑い
コンビが始めたのは交換

日記だった。本音を語る
うちに、２人の間に変化
が起っていく。

７日（金），８日（土） 

「ミッション・ワイルド」 
西部劇/アメリカ，フランス 

２０１４年/２時間２分 

１９世紀。女性たちをネ
ブラスカからアイオワへ
送る危険な旅に名乗りを

あげたメアリー。助けた悪
党・ブリッグスを連れ、旅
立つが… 

１４日(金)，１５日(土) 

「オリエント急行 
殺人事件」 

ミステリー/アメリカ

２０１７年/１時間５３分 

豪華寝台列車オリエント
急行で、富豪の男性が

殺害された。探偵・ポア
ロは乗客に聞き込みを開
始するが…

２１日(金)，２２日(土) 

「ベンジャミン・バトン 
数奇な人生」 

人間ドラマ/アメリカ 

２００８年/２時間４７分 

８０歳で生まれ、若返っ
ていく男が、海を渡り、戦

火を越え、再び故郷の地
を踏むまでの数奇な人
生を描く。 

２９日(土) 

「プロフェッショナル 
仕事の流儀 ８  

不安の中に成功がある」 
ドキュメンタリー，社会/日本 

２００６年/４３分 

土や天然素材を武器に

勝負をする若きカリスマ
左官・挾土秀平の仕事
術に迫る。 

図書館 

ミニツアー

文学館 講演会 

13:３0～1５:０0 

図書館ミニツアー 

13：30～ 

上映会 

13：00～ 

図書館 

ミニツアー

図書館 

ミニツアー

上映会 

13：00～ 

おはなし会 

11：00～11：30 

週 曜 バスのとまるところ 週 曜 バスのとまるところ

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
13：10 ～13：40

こうようじどうかん

光陽児童館
14：30 ～15：10

  はるとりてん

フクハラ春採店 14：00 ～14：40
がくえん

はしどい学園
13：30 ～14：00

しらかば　　　  がくえん

白樺まりも学園
15：00 ～15：40

どうえいしんふじだんち

道営新富士団地
14：10 ～14：40

とっとりおおどおりてん

ｽｰﾊﾟｰｱｰｸｽ鳥取大通店 ※2
13：30 ～14：10

ほしがうらろうじんふくし

星が浦老人福祉センター
15：00 ～15：30

    くしろしょうわ

イオンモール釧路昭和
14：30 ～15：10

おたのしけふじた

大楽毛藤田ストア
13：30 ～14：10

だいいちふく　　　ほいくえん

第１福ちゃん保育園 ※３
13：30 ～14：10

おたのしけしょうがっこう

大楽毛小学校
14：30 ～15：10

やなぎまち じょう

柳町スピードスケート場
14：30 ～15：10

はるとりししょ

春採支所
13：30 ～14：10

くしろぶんか
コーチャンフォー釧路文化ホール ※1

13：30 ～14：10
むさてん

フクハラ武佐店
14：30 ～15：20

こまばこうえん

駒場公園
14：30 ～15：10

第1

と

第3

じ　　か　　ん

時　　　間 6月 7月

第1 火
やまはなしょう・ちゅうがっこう

山花小・中学校
10：20 ～ 10：50 4 2

火 4・18 2・16

水

金 7・21 5・19

5・19 3・17

木 6・20 4・18

13：30～14：10

14・28 12・26

※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。

じ　　か　　ん

時　　　間 6月 7月

火 11・25 9・23

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 12・26 10・24

木 13・27 11・25

金
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