
 

◆釧路自然再発見・武佐の森の会特別講演会 

「釧路の森の生き物たち」◆ 
阿寒の「光の森」と釧路の里山「武佐の森」に関する、写真家の山本光一氏と 
釧路武佐の森の会会長・大西英一氏による講演会です。 
 
 

会場：中央図書館 ７階多目的ホール 

日時：２０１９年８月１７日(土) 

時間：１３：３０～１５：1０  

参加無料・申込不要  

 
 

●「幣舞中美術部展」 

3 日(土) 10：00～17：00 

4 日(日) 10：00～15：00 

７階展示室 

資料検索 
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釧路市中央図書館だより ８月号  

●ｉＰａｄ 館内貸出いたします●  

図書館内での iPad の貸出を開始いたしました。 

インターネットでのお調べものにご利用いただけます。 

図書館の利用者カードをお持ちの方で、ご利用を 

希望される方は、5 階カウンターへお越しください。 

●第 11 回釧路市中央図書館朗読会 読み手募集 （6 名） ●  

2019 年 11 月 3 日(日)開催の、釧路市中央図書館朗読会の読み手（６名）を募集

いたします。テーマは「道東を舞台にした文学」です。 

※9 月から 11 月まで 4 回練習があり、それに出席可能な方 

募集期間：8 月 1 日(木)～29 日(木)・・・定員になり次第締切 

受付方法：直接、もしくはお電話で図書館へお申込みください。 

●おしらせ 
 

 

 

▼上映会が変わりました▼  

８月から上映会の上映方法を変更いたします。 

・日本語吹替がある作品については吹替で上映いたします。 

・吹替での上映であっても日本語字幕を表示いたします。 

皆様に上映会を楽しんでいただくための変更です。 

ご理解・ご協力お願いいたします。 

 



い 
文学・小説 

郷土資料 

「考古学から学ぶ古墳入門」 

松木 武彦 編著｜講談社 

2019.6 

 

古墳の誕生から衰退の謎を考古学

から解き明かし、日本の社会の成り

立ち、国づくりの変遷を辿る。日本人

と古墳のかかわりを時代別に解説す

る、古墳のおもしろさがわかる本。 

「奇跡の朗読教室」 

斉藤 ゆき子｜新泉社｜2019.6 

 

朗読教室で実際に行っている朗読

指導を解説するほか、著者が実際

に見た、生徒たちの“心温まる出来

事”を紹介しながら、朗読の力と素

晴らしさを伝える。 

「新説恐竜学」 

平山 廉｜カンゼン｜2019.7 

 

近年日本でも化石の新発見が相次

いでいる。最新の科学的成果に基づ

き、ティラノサウルス類など恐竜たち

の知られざる実像をイラスト&図版で

解説する。誰かに語りたくなる、恐竜

のトリビアが満載。 

「チーズの事典」 

チーズ王国 監修｜誠文堂新光社

2019.5 

 

白カビタイプ、青カビタイプ、ウォッシ

ュタイプ…。7 つのカテゴリー別にチ

ーズの製造方法・特徴・食べ方から

歴史的背景や文化まで、観て読ん

で楽しめるチーズの教養本。 

「アイスクリーム＆シャーベット」 

木村 幸子 ｜主婦の友社 2019.7 

 

生クリーム・白砂糖・ゼラチン不使用。 

本格的な道具も材料も必要ないのに 

上品で本格的なおいしさのアイスクリ

ーム＆シャーベットが作れるレシピを

紹介します。 

新着資料のご紹介  

実用書 

「119」 

長岡 弘樹｜文藝春秋｜2019.6 

 

 

「怖がるなとは言わない。だが、恐怖

を他人に感染させるな」消防学校時

代の担任教官が、たった一度だけ口

にしたそんな言葉がいまでも忘れら

れない。消防署を舞台に描く 9 つの

連作短編。 

「笑え、シャイロック」 

中山 七里｜KADOKAWA 

2019.5 

 

帝都第一銀行に入行した結城の上

司は、伝説の債権回収マンとして悪

名高い山賀だった。彼の背中を見な

がら、回収不可能とされた案件に着

手する結城。そんなある日、山賀が

刺殺体で見つかり…。 

 

「とむらい屋颯太」 

梶 よう子｜徳間書店｜2019.6 

 

 

吉原に売られてきて 3 年。骨と皮ば

かりの瘦せこけた妓の亡骸に死化粧

を施してやりながら、颯太は「楽しい

ことはあったか」と話しかけ…。死者

の想いを掬い取り、あの世へ送り出

す弔いの物語。 

「原始河川」 

二日市 壮｜国書刊行会｜2019.1 

 

原始の姿を残す釧路川源流とその水

源、屈斜路湖。神秘的に美しい摩周

湖。特別天然記念物のマリモで知ら

れる阿寒湖…。北海道東部の大自

然の姿を、写真とエピソードで伝える。

(貸出可能図書あり) 
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実用書 



「ハーピカせんにん」 

  田中 六大 作 

講談社｜2019.6 

 

ハーピカフラッシュ！ハーピカ仙人の 

歯磨きの術の奥義を、おまんじゅう

が大好きなましろちゃんは身につけ

る事ができるのでしょうか？ 

歯磨きが楽しくなる一冊 

です。 

 

「虫ぎらいはなおるかな？」 

金井 真紀 ｜理論社｜2019. 5 

 

今さら虫が大好きになれるとは思えな

い。だが、せめて虫ぎらいを脱すること

ができたら・・・。虫ぎらい歴 40年の筆

者が、さまざまな形で虫と関わってい

る人にインタビューします。 

 

児童書 
 

「望みがかなう 魔法の日記」 

本田 有明   

ＰＨＰ研究社｜2019.6 

 

勉強も運動も苦手な友達の光平が 

夏休みの間にすっかり変わった。 

その理由を光平は「日記」に望みを 

書いたからだと言う。 

光平のまねをして日記を 

始めた竜也は・・・。 

 

 

「もりのゆうびんポスト」 

原 京子 作  高橋 和枝 絵 

ポプラ社｜2019.5 

 

まゆはおじいちゃんの家の近くの森で

不思議な郵便ポストを見つけました。 

「もりのともだち」ってだれ 

なのかな？手紙を書く時 

のワクワクする気持ちが 

たくさんつまった本です。 

 

釧路市立美術館 
展覧会のおしらせ 

「ほんだな」 

新井 洋行 作・絵           

偕成社｜2019.6 

 

本だなに並んだ本たちを呼ぶと、 

「はーい」と返事をして飛び出して 

きます。 

「りんごちゃん」「くまくん」 

「ぶるるんバス」はどんな 

本でしょう？ 

 

「NHK 子ども科学電話相談 

おもしろギモン大集合！！」 

NHK「子ども科学電話相談」制作班 編 

NHK 出版｜2019.6 

  

NHK ラジオ「子ども科学電話相談」 

からの名作質問＆回答集。 

子どもたちの少し変わった 

疑問に、個性的な先生 

たちが真剣に答えます！ 

 

 

吹奏楽 『もし陸上自衛隊中央音楽隊がコンクールの人気自由曲を演奏したら』 C-モ 

クラシック 『オペラを聴きたくて（CLASSIC を聴きたくて）』 I-ク 

ジャズ 『ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード・セッション’６７／ビル・エヴァンスほか』 J-エ 

ジャズ 『LUPIN THE BEST “JAZZ”／大野雄二 witht フレンズ』 J-オ 

洋楽 『QUEEN GREATEST HITS／QUEEN』 K-ク 

子ども向け 『にほんごであそぼ まってました！ うなりやベベン 名曲集』 O-ニ 

朗読 『稲川淳二の怖～い話』 P-イ 

郷土 『Amazing misty world ヌサマイ／真氣』 R-マ 

効果音 『今日からはじめる！ラジオ体操』 S-キ 

その他 『グレイテスト・ショーマン オリジナル・サウンドトラック』 Z-ク       ほか 

ティーンズ しらべもの 

 

「138 億光年 宇宙の旅」 

 

日時：７/２(火)～８/２５(日) 

午前１０時～午後５時  

金・土 午前１０時～午後７時 

月曜休館日 （８/１２除く） 

料金：一般 ７００円 

    大学生以下無料 

新着資料のご紹介  
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児童書 

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 ３１  

 

 

 

8 月の行事カレンダー 

 
 

  

今月の上映会作品紹介 

 図書館バス巡回日程（８月～９月） 

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 

上映会 

13：00～ 

上映会 

13：00～ 

おはなし会 

14：30～15：00 

おはなし会 

11：00～11：30 

休館日 

（資料整理日) 

上映会 

13：00～ 

講演会 
13:00～15:10 

文学館 朗読会 

13:０0～13:30 

おはなし会 

14：30～15：00 

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 

11：00～11：30 
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上映会 

13：00～ 

おはなし会 

11：00～11：30 

上映会 

13：00～ 

休
館
日 

休
館
日 

休
館
日 

おはなし会 

14：30～15：00 

文学館 

クラフト教室

10:00～11:00 

祝日上映会 

①10：00～ 

②13：00～ 

上映会 

13：00～ 

時間：１３時～ 場所：７階多目的ホール 座席数：８０席 

振替休日 

開館します 

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

じ　　か　　ん

時　　　間 8月 9月

火 13・27 10・24

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 14・28 11・25

木 8・22 12・26

金

13：30～14：10

9・23 13・27

　　※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。

水

金 2・16 6・20

7・21 4・18

木 1・15 5・19

第1

と

第3

じ　　か　　ん

時　　　間 8月 9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 20（第3火） 3

火 6・20 3・17

 

「おじゃる丸スペシャル銀河がマロを呼んでいる～ふたりのねがい星～」 

アニメ/日本/２０１２年/５０分 

流れ星からもらった切符で、銀河鉄道に乗った、おじゃる丸とカズマ

は宇宙へと旅立つ。（再上映） 

 

１１日（日）祝日上映会（１０：００～/１３：００～の２回上映） 

２日（金），３日（土） 

 
「ボン・ボヤージュ 
家族旅行は大暴走」 
コメディ/フランス 

２０１６年/１時間３２分 

 

コックス一家は未来のシステ

ムを搭載した車でバカンス

へ。しかし出発直後に車は

故障、制御不能な車は猛ス

ピードで大渋滞のハイウェイ

へと疾走する。 

９日（金），１０日（土） 

 
「ミス・ペレグリンと 
奇妙なこどもたち」 
ファンタジー/アメリカ 

２０１６年/２時間６分 

 

祖父の遺言で小さな島にや

って来たジェイクは、美女ペ

レグリンと奇妙な子どもたちと

接するうちに、自身の能力に

気づくが… 

（みんなでシネマ上映会） 

１６日（金） 

 
「飛べ！ダコタ」 
人間ドラマ/日本 

２０１３年/１時間４９分 

 
太平洋戦争が終結してから

５か月。イギリス空軍の要人

機が佐渡島の海岸に不時着

し、旅館を営む千代子の家

に迎え入れられた。敵同士

だった島民と英兵は互いに

警戒していたが… 

２３日（金），２４日（土） 

 
「シャーロック・ホームズ 
シャドウ・ゲーム」 
アクション，ミステリー/アメリカ 
２０１１年/２時間９分 

 

ためらいなく悪に手を染める

知能犯・モリアーティの恐ろ

しい企てを阻止するため、名

探偵・ホームズとワトソンが動

き出す。 

（みんなでシネマ上映会） 

３１日（土） 

 
「プロフェッショナル 
仕事の流儀 ９ 
“なにくそ！”負けたらあかん」 
ドキュメンタリー，社会/日本 

２００６年/４３分 

 
漫画「ドラゴン桜」の英語講

師のモデルとなった塾講師・

竹岡広信。試練の受験シー

ズン熱い教育現場に密着取

材する。 

おはなし会 

11：00～11：30 

おはなし会 

11：00～11：30 

上映会 

13：00～ 
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