
 

 

●油彩サークル「朱の会」 

サークル展 

13日(金)～２０日(金)まで 

9：30～19：30(最終日は 16時まで) 

 

●特別展「没後 10年原田康子展」 

28日(土)～10月 20 日(日)まで 

9：30～19：30 

◆民話を語る 2019 in くしろ～おかつの語りと紙芝居～◆ 
釧路市出身で、日本民話の会運営委員の荒石かつえさんによる語りを聞く会です。 

紙芝居もあります。 
 

 

会場：中央図書館 ７階多目的ホール 

開催：９月１５日(日) 

時間：１３：３０～１４：３０  

参加無料・申込不要  
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釧路市中央図書館だより ９月号  

●おしらせ 
 

 

 

図書館に本を返しにきたらお休みだった！ 

どうしたらいいの？ 

 

●英語のおはなし会●  

今月は英語のおはなし会を開催します。市内の ALTの先生が絵本を読んでくれま

す。みんなで英語を楽しもう！ 
 

会場：中央図書館 4階おはなしの部屋 

開催：９月２８日(土) 

時間：１１：３０～１２：００ 

参加無料・申込不要 

道銀ビルの１階北側に返却ポストが

あります。 

返却ポストは 24 時間利用できます。 

ただ、その日に図書館で本を借りるな

ら返却本は図書館のカウンターまで

持ってきてくださいね。 

分館にも返却ポストはありますので、

ぜひご利用ください。 

としょかんマメちしき 



い 

文学・小説 

郷土資料 

「トク盛り「名字」丼 日本全国 

歩いた！調べた！」 

高信 幸男｜柏書房｜2019.8 

 

由来や歴史・地域性から、名字に秘

められた意外な事実まで、膨大なデ

ータと取材に裏打ちされた名字の雑

学を紹介する。全国名字ランキン

グ、名字クイズなども収録。 

「絶景で巡る世界の花」 

アトリエタビト 編 

ダイヤモンド社｜2019.7 

 

ウクライナのひまわりやフランスのラ

ベンダーなどの花畑をはじめ、暮らし

とともにある花、祭りやパレードの花

など、世界各地の美しい花の風景全

60を写真とエッセイで紹介する。 

「日常にひそむうつくしい数学」 

冨島 佑允｜朝日新聞出版

2019.7 

 

私たちは数学とともに生きている。こ

の世界を数学的な視点で見てみよ

う。「かたち」「かず」「うごき」などをテ

ーマに、身の回りにある様々な法則

を、わかりやすい解説で解き明か

す。 

「ことばにできない宇宙のふしぎ」 

エラ フランシス サンダース 

創元社｜2019.7 

 

「翻訳できない世界のことば」の作者

が贈る、小さな美しい科学絵本。世

界を司る宇宙の原理や法則、自然の

中にある不思議について、イメージ豊

かなイラストと共に、詩情豊かな文章

で綴る。 

「アジア料理をカレーにしたら？」 

エダジュン 

文化出版局｜2019.7 

 

タイ・インド・東南アジアを中心に、そ

れぞれの地域の文化や食材をヒントに

アジア料理の味わいを生かしたカレー

を作ります。辛さ、甘さ、酸味にメリハ

リのある魅惑のカレーとは？ 

新着資料のご紹介  

実用書 

「いけない」 

道尾 秀介｜文藝春秋｜2019.7 

 

 

友達のいない少年が目撃した殺人

現場は本物か? 偽物か? 各章の

最終ページを捲ると現れる地図や写

真の意味が解った瞬間、物語の別

の顔が見えてくる…。驚愕ミステリ

ー。 

「剣樹抄」 

冲方 丁｜文藝春秋 

2019.7 

 

捨て子を保護し、諜者として育てる

幕府の隠密組織<拾人衆>に加わっ

た少年・六維了助。様々な能力に長

けた仲間と共に、明暦の大火が幕府

転覆を目論む者たちによる放火だと

いう疑惑を追うが…。 

 

「さよならの儀式」 

宮部 みゆき｜河出書房新社

2019.7 

 

小さな漁村に、海の向こうから「屍

者」のトムさんがやってきて…。「海

神の裔」をはじめ、親子の救済、老

人の覚醒、別の人生の模索などを

描いた作品全 8編を収録。 

「アイヌ童話集」 

金田一 京助｜ＫＡＤＯＫＡＷＡ

2019.5 

 

滑稽話から英雄譚まで、自然や神と

自由闊達に語り合うアイヌの鋭敏な

感性を感じることができる幅広い話を

収録。アイヌ研究の第一人者が筆録

した、アイヌ童話の名著の再構成。 

(郷土資料の本は貸出不可) 
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実用書 



「なにになるのマカロニさん」 

まるやま なお 作 

みらいパブリッシング｜2019.7 

 

今日は、たろうくんの誕生日。台所 

では食べものたちが、どんな料理に

なれるのかワクワクしています。 

そんな中、マカロニだけが 

出番がありません。 

あせったマカロニたちは…。 

 

 

「「未完成」なぼくらの、生徒会」 

麻希 一樹 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ｜2019. 7 

 

今年から共学になった元・男子校の 

「神高」。入学したばかりの葵が出会

ったのは変人だらけの生徒会メンバ

ー。カリスマ生徒会長に        

強面の副会長・イケメン 

会計と私。彼らが抱える 

秘密とは？ 

 

児童書 
 

「月と珊瑚」 

上条 さなえ 

講談社｜2019.7 

 

勉強が苦手な沖縄の六年生・珊瑚

のクラスに、華やかな転校生の少

女・月（ルナ）がやってきた。珊瑚の 

日記を通して沖縄の「今」 

を生きる少女達を描いた 

一冊。 

 

「きょうふ！おばけまつり」 

吉田 純子 作 つじむら あゆこ 絵  

あかね書房｜2019.7 

 

こわがりなおばけのポーちゃんは、夏

祭りのリンゴ飴が食べたくて、ひとりで 

お祭りへ。ところが、お祭りには恐ろし

いおばけがたくさん！ 

ポーちゃんはリンゴ飴を 

食べられるかな？ 

 

釧路市立美術館 
展覧会のおしらせ 

「ギョギョギョつり」 

矢野 アケミ 作・絵           

鈴木出版｜2019.7 

 

小さなイワシをえさにして、つりを 

始めたおじさん。こっくりこっくり、いね

むりを始めるとイワシより大きいアジ、 

アジより大きいタイが、 

次々に食いついてきて…。 

 

「エベレスト  命・祈り・挑戦」 

サングマ･フランシス 文 

リスク・フェン 絵 

徳間書店｜2019.7 

  

およそ 5千万年前に誕生した世界で

一番高い山、エベレスト。その誕生の

理由や生息する動物・ 

植物・伝説・登山家たち 

など、様々な角度から 

エベレストの魅力を探り 

ます。 

 

クラシック 『R．シュトラウス：交響詩《ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら》他／カラヤン』 A-シ 

クラシック 『チェロを聴きたくて 夜のとばりにつつまれて（CLASSIC を聴きたくて）』 I-ク 

ジャズ 『ザ・ニュー・スタンダード+1／ハービー・ハンコック 』 J-ハ 

洋楽 『サンキュー  平成洋楽ヒット』 K-サ 

ポップス 『ニッポン・シャンソン聴きたくて』 L-ニ 

邦楽 『四季の民謡 春夏編』 M-シ-1 

朗読 『六つのナポレオン／コナン・ ドイル（名作ミステリー シャーロック・ホームズ）』 P-ト 

落語 『桃月庵白酒  四：幾代餅ほか（毎日新聞落語会シリーズ）』 Q-ト-4 

郷土 『函館さのさ／北海さのさ』 R-ﾊ 

その他 『夜カフェ～ピアノ／榊原大』 Z-ヨ                      ほか 

ティーンズ しらべもの 

 

「木下勘二展」 
 ～夕張から釧路へ 心象の風景～ 

 

日時：９/７(土)～１０/１４(月)祝日 

午前１０時～午後５時  

金・土 午前１０時～午後７時 

休館日 ９/１６・９/２３･１０/１４以外の 

月曜日 

料金：一般 ５００円 

    大学生以下無料 

新着資料のご紹介  

令和元年 9月 1日 釧路市中央図書館報    
 

（3） 
 

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       

       

       

       

       

       

 

９月の行事カレンダー 

今月の上映会作品紹介  時間：１３時～ 場所：７階多目的ホール 座席数：８０席 

 

 

 

図書館バス巡回日程（９月～１０月） 

休館日 

（資料整理日) 

おかつの語りと紙芝居 

13:３0～1４:３0 

文学館 朗読会･講演会 

13:０0～1５:０0 

休
館
日 

祝日上映会 

13：00～ 

祝日上映会 

13：00～ 

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 9月 10月

火 10・24 8・22

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 11・25 9・23

木 12・26 10・24

金

13：30～14：10

13・27 11・25

　　※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 6・20 4・18

4・18 2・16

木 5・19 3・17

第1

と

第3

じ　　か　　ん

時　　　間 9月 10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 3 1

火 3・17 1・15
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７日（土） 
 

「アイアンマン」 
アクション，スペクタクル 

アメリカ/２００８年/２時間６分 

 

テロ組織に兵器開発を強要

されたトニーは、脱出後、 

自らパワードスーツを開発し 

「アイアンマン」として闘う決

意をする。 

（みんなでシネマ上映会） 

（再上映） 

１３日（金），１４日（土） 

 

「ノッティング・ヒルの恋人」 

ラブ・ストーリー/アメリカ 

１９９９年/２時間４分 

 

ノッティング・ヒルで書店を経

営する平凡なタッカーと、ハ

リウッドスターのアナの奇跡

の恋の行方は…？ 

（みんなでシネマ上映会） 

（英語音声・日本語字幕） 

 

１６日（月） 祝日上映会 
 

「はじまりの歌 
ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 

８０回記念」 

人間ドラマ/日本/２０１３年 

１時間１３分 

 

郷を訪れたカメラマンの航

は、元恋人で小学校の教師

の夏香の頼みで、合唱コンク

ールのためにピアノ伴奏をす

ることになるが…。（再上映） 

２３日（月） 祝日上映会 
 

「ナイト・ミュージアム」 
ファンタジー/アメリカ/２００６年 

１時間４９分 

 

自然史博物館の夜警をする

ことになったラリー。しかしそ

こは、毎夜展示物たちが自

由に動き回る不思議な空間

だった。 

（みんなでシネマ上映会） 

(再上映） 

２８日（土） 
 

「プロフェッショナル 
仕事の流儀１０  

自分は信じない人を信じる」 

ドキュメンタリー，社会/日本 

２００６年/４３分 

 

宮崎アニメの仕掛け人、プロ

デューサー・鈴木敏夫に密

着。スタッフの力を引き出す

独自の人心掌握術「鈴木マ

ジック」に迫る。 

16日（月）、23日（月）の振替休日は開館します 

おはなし会 

14：30～15：00 

おはなし会 

11：00～11：30 

上映会 

13：00～ 

おはなし会 

11：00～11：30 

おはなし会 

14：30～15：00 

上映会 

13：00～ 

おはなし会 

11：00～11：30 

上映会 

13：00～ 

おはなし会 

11：00～11：30 

おはなし会 

14：30～15：00 

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 

上映会 

13：00～ 

おはなし会 

11：00～11：30 

休
館
日 

休
館
日 

 
英語のおはなし会

11:３0～12:00 

★2019 年 8 月の上映会より、洋画は日本語吹き替え版・日本語字幕で上映しております★ 


	2019.9.1p
	2019.9.2p
	2019.9.3p
	2019.9.4p

