
 

 

 

 

 

●特別展「没後 10年 原田康子展」

10月 20日(日)まで

9：30～19：30 

●釧路市芸術祭参加「文学色紙展」

23日(水)10：00～19：30

24日(木)～27日(日)まで

9：30～19：30(最終日は 15時まで)

◆講演会 「永久保秀二郎日誌」から蘇る釧路の歴史文化
―春採アイヌ学校と釧路英和女学校を中心に―◆ 

永久保秀二郎生誕170年と没後95年を記念して、永久保研究の第一人者である 

中村一枝氏による講演会を行います。 

会場：中央図書館 ７階多目的ホール 

開催：１０月１８日(金) 

時間：１３：３０～１５：００  

定員 100名 

入場無料・申込不要  

主催：釧路地方の地名を考える会 

協力：くしろ知域文化財団 

資料検索 
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釧路市中央図書館だより 10 月号 

おしらせ 

今月の特集コーナー紹介 

読書の秋です。今月も各階で様々な特集コーナーを行っています。 

ぜひのぞいてみてください。 

４階 「名作コーナー」 

児童書の名作本をご紹介します 

期間：10月 8日(火)～10月 24日(木) 

５階 「読書の秋」 

本にまつわる内容の本を集めました 

期間：9月 28日(土)～11月 28日(木) 

６階 「あやかしばなし特集」 

妖怪など、不思議な小説の特集です 

期間：10月 1日(火)～11月 30日(土) 



い 

文学・小説

郷土資料

「ほどよい“居場所”のつくり 

かた」 

菅原 圭｜朝日新聞出版｜2019.8 

心地よい居場所を共有できる仲間

や友だちとのつながりをどう広げ、どう

続けていくか。60歳からの人生を自

分らしく生きていくための心構えやヒ

ントを紹介する。

「売り渡される食の安全」 

山田 正彦｜KADOKAWA 

2019.8 

農薬基準 400倍に緩和。遺伝子組

み換えもゲノム編集も表示なしで

OK。なぜ日本だけが世界と逆走す

るのか? 元農水大臣が、種子法廃

止の裏側にある政府の思惑を暴く。 

「わたしも、昔は子どもでした。」 

『子どものしあわせ』編集部編 

かもがわ出版｜2019.8 

香山リカ、上野千鶴子、落合恵子な

ど、昔子どもだったおとなたちが、育

ててくれた人たち、記憶に残る言葉

など、子どもにとって本当に大切なこ

とを語る。 

「ネコもよう図鑑」 

浅羽 宏｜創元社｜2019.8 

ネコの模様は、遺伝子の組み合わせ

によって決まります。ネコの模様パタ

ーンを 11通りに分類し、ネコのほっこ

り写真とともに、遺伝のしくみを解説し

ます。ネコ飼育の歴史などの基礎知

識、遺伝子当てクイズも掲載。 

「みんなのルームシューズ」 

市ノ瀬 絵里子｜日本文芸社 

2019.7 

ルームシューズを手で編んでみよう！ 

スリッパ、サンダル、布ぞうりの3タイプ

に分け、身近な材料を使って編む 

方法をプロセス写真でわかりやすく紹

介する。 

新着資料のご紹介 

実用書

「氷獄」 

海堂 尊｜KADOKAWA｜2019.7 

新人弁護士・日高正義が初めて担

当する事件は、手術室での連続殺

人「バチスタ・スキャンダル」だった

…。「チーム・バチスタの栄光」のそ

の後を描いた表題作を含む全 4篇

を収録。 

「時喰監獄」 

沢村 浩輔｜KADOKAWA 

2019.7 

明治の初め、北海道の奥地に建て

られた第六十二番監獄。入ったら二

度と出られないというこの監獄に、奇

妙な囚人が集うとき、秘密は暴か

れ、時をかける大事件の幕が上が

る!  

「赤い白球」 

神家 正成｜双葉社｜2019.6 

平壌一中の朴龍雅と吉永龍弘は甲

子園出場を目指し、野球に夢中だっ

た。2人はその後、別々に軍人の道

を歩み、「特攻作戦」で再会するが

…。国境を越える熱い友情に溢れ

出す涙が止まらない。 

「小島の暮らし」 

青地 久恵｜驢鳴洞工房 

2019.7 

昭和 41年から 2年間厚岸町の小島

で暮らした作者の思い出を、夫が赴

任していた島の小学校の子供たちの

作文を交えながら語る。 

(貸出可能資料あり) 
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実用書



「だれのパンツ？」 

シゲリカツヒコ 作

角川書店｜2019.7 

タロウが団地の前の公園で遊んでい

たら、大きなパンツがおちてきた。も

ち主に届けようと団地に入ったらヘン

な所に迷いこんだ！  

さがし絵も楽しめる 

ユーモア絵本。

 

「独裁政治とは？」 

プランテルグループ 文 

ミケル・カサル 絵  宇野 和美 訳

あかね書房｜2019. 7 

自由がないってどういうこと？ 

独裁者がすべてを決めてしまう 

「独裁政治」について考えよう。 

子どもへの問いを通して 

社会のしくみを解説する。 

「七不思議神社」 

緑川 聖司 作  TAKA 絵 

あかね書房｜2019.7 

七節町に引っ越してきた小学 5 年

生のリクは、神社で風変わりな少年

タクミに出会う。絵馬に七不思議を

書くと願いがかなうと聞き、 

一緒に町の怪談話を 

集めることに・・・。 

「あららのはたけ」 

村中李衣 作  石川えりこ 絵 

偕成社｜2019.7 

畑の作物も虫もみんな自分のペース

で生きている。横浜に住むエミと山口

に引っ越したえり。自然のふしぎと 

いじめに向き合う子供の 

心を少女たちの手紙を 

通して描く。 

「ねえねえ」 

長田 真作 作｜佼成出版社

2019.7 

ある朝、男の子はお父さんを起こして

冒険の旅へ。ふたりを待っていたのは

…。読み方によって様々な意味をも

つ言葉「ねえねえ」の

豊かなニュアンスを 

楽しむ絵本です。 

「きんぎょびじゅつかん」 

松沢 陽士 写真  高岡 昌江 文 

ほるぷ出版｜2019.8 

真っ赤なからだ。白地に赤のもよう。

暗闇のような黒や、灰色がかった青

…。魚なのに、海にも川にもいない、 

きれいな金魚たちの秘密とは？ 

金魚の見方や楽しみ方に触れる写

真絵本。 

釧路市立美術館 
展覧会のおしらせ

児童書

クラシック 『ショパンを聴きたくて（CLASSIC を聴きたくて）』 I-ク

クラシック 『ピアノを聴きたくて（CLASSIC を聴きたくて）』 I-ク

ジャズ 『恋愛映画のヒロインのように（JAZZを聴きたくて）』 J-シ 

ジャズ 『シャンパーニュが似合う週末（JAZZを聴きたくて）』 J-シ 

子ども向け 『ママのための音楽 授乳ストレス解消』 O-マ 

子ども向け 『ららら のはらうた』 O-ラ 

朗読 『バスカヴィル家の犬／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 『落語名人寄席 其之壱 Disc1 百川 居残り佐平次』 Q-ラ-1 

郷土 『LIFE IS SHORT／西村ユウキ』 R-ニ 

その他 『サウンド・オブ・ミュージック 45周年記念盤 オリジナル・サウンドトラック』 Z-サ ほか 

ティーンズ

新着資料のご紹介 
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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 

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    

 

１０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 

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 

図書館バス巡回日程（１０月～１１月） 

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～ 

４日（金） 
 

「アンを探して」 
人間ドラマ/日本,カナダ 

２００９年/１時間４５分 

 

祖母を亡くし、悲しみにくれる

杏里は、ある目的を果たす

ため、祖母が大好きだった

「赤毛のアン」の舞台である

カナダのプリンス・エドワード

島を訪れる。 

１１日（金） 
 
「未知との遭遇」 
ＳＦ/アメリカ/１９７７年 

２時間１７分 

 

インディアナポリスでの停電

事故の調査の最中、謎の飛

行物体を目撃したロイは、何

かに導かれるようにその物体

の真実を探り始める。 

（みんなでシネマ上映会） 

１４日（月） 祝日上映会 

 

「ナイト・ミュージアム２」 
ファンタジー/アメリカ 

２００９年/１時間４５分 

 

自然史博物館から移送され

た魔法の石板の力で、スミソ

ニアン博物館の展示物が動

き出して大暴走してしまう… 

（みんなでシネマ上映会） 

（再上映） 

１９日（土） 
 

「ＮＯ（ノー）」 
人間ドラマ/チリ，アメリカ，メキシコ 

２０１２年/１時間５８分 

 

1988 年のチリで軍事独裁政

権の是非を問う国民信任投

票までの 27 日間。反対派陣

営に許されたのは深夜 15 分

間の TVCM のみだった。 

（スペイン語音声・日本語字幕） 

２２日（火） 祝日上映会 

 

「人生、いろどり」 
人間ドラマ/日本/２０１２年 

１時間５２分 

 

徳島県にある活気のない町

の農協職員・江田は、山の

葉を使った“つまもの”の販

売を思いつく。花恵と薫は家

族に内緒で作業に参加する

が…         （再上映） 

おはなし会 

11：00～11：30 

永久保秀二郎 

生誕 170 年記念講演 

13:３0～15:00 

時間：１３時～ 場所：７階多目的ホール 座席数：８０席 

朗読会 13:00～ 

原田康子ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

13:30～15:00 

 

★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★ 

休館日 

（資料整理日) 
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休
館
日 

休
館
日 

休
館
日 

おはなし会 

14：30～15：00 

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

第1

と

第3

じ　　か　　ん

時　　　間 10月 11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 1 5

火 1・15 5・19

水

金 4・18 1・15

2・16 6・20

木 3・17 7・21

13：30～14：10

11・25 8・22

　　※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 10月 11月

火 8・22 12・26

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 9・23 13・27

木 10・24 14・28

金

市民俳句大会 

13:０0～15:30 

文学館 

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 

11：00～11：30 
祝日上映会 

13：00～ 

祝日上映会 

13：00～ 

祝
日
の
た
め
開
館
し
ま
す 

盛厚三氏による 

講演会 

13:30～15:00 

 

文学館 

 

川口則弘氏×盛厚三氏 

によるトークショー 

13:30～15:00 

 

文学館 

https://1.bp.blogspot.com/-zfppWF3gnCM/VC9se5yy8JI/AAAAAAAAnWI/3f8IFZm4yEo/s800/halloween_lantern_obake.png
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