
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆図書館ボランティア養成講座◆ 
図書館で本の整理、修理、ブックコートがけ、読み聞かせをしてくださるボランティアを募集しま

す。お申し込みはお電話、または中央図書館カウンターへお願いいたします。 
 

 

募集期間：1日(金)～10日(日)  

会場：中央図書館 ７階多目的ホール 

開催：11月 14日(木) 

時間：13：00～15：00 

定員：20名 

資料検索 

第 150 号 
編集・発行・問合先 釧路市中央図書館 開館時間 9：30～19：30 

〒085-0015 釧路市北大通 10 丁目 2-1 電話 64-1740 ＦＡＸ 64-1741 

ウェブサイト http://kushirolibrary.jp 
 

●「第 151 周年灯台記念日特別展」 

8日(金)  11：30～18：00 

9日(土)  9：30～18：00 

10日(日) 9：30～16：00 

●シャドウボックス ラ・マーニくしろ 

作品展 

12日(火)～19日(火)まで 

9：30～19：30（初日は 13：00 から、

最終日は 18：00まで） 

 

７階展示室 

●としょかんフェスタ 2019開催‼● 
今年も読書の秋に図書館フェスタを開催します。2日(土)～4日(月)の3日間、様々な催しが盛

りだくさん！詳細はフェスタのポスター、ちらしをご覧ください。  

●「釧路模型展示会 2019」 

23日(土) 11：00～19：00 

24日(日) 10：00～18：00 

 

７階多目的ホール 
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▼子どもと読書をつなぐ講座 

「読書につながる読み聞かせ」▼ 
 

講師：絵本専門士 高木真美さん 

会場：中央図書館 ７階多目的ホール 

開催：11月 12日(火) 

時間：10：00～11：30  

定員：80名 申込不要・参加無料 

主催 おはなしネットぼんぼん・北海道教育委員会 

釧路市中央図書館だより 11 月号  

おしらせ 
 

 

 

◆寺島敏治氏講演会「旧『釧路新聞』に見られる諸相と国の馬政策」◆ 
 

会場：中央図書館 ７階多目的ホール 

開催：11月 17日(日) 

時間：13：30～15：00  

定員：80名 申込不要  



い 

文学・小説 

郷土資料 

「ポルトガル 

奇跡の風景をめぐる旅」 

安森 智子｜ダイヤモンド社｜

2019.8 

 

最果ての地アソーレス諸島、大西洋

の真珠マデイラ島など、ポルトガルの

自然が創り出した絶景や人々の営

みから生まれた独創的な景色を紹

介する。 

「日本刀図鑑」 

得能  一男｜光芸出版 

2019.7 

 

平安時代の古刀から現代刀までを

図版を用い簡潔に解説。各時代を

代表する刀工も紹介する。特別付

録として、業物位列、史資料で巡る

日本刀などを掲載。 

「今和次郎  

思い出の品の整理学」 

今  和次郎 

平凡社｜2019.8 

 

ジャンパーを着て日本中を歩き回

り、民家、服装、都市文化など現代

風俗研究に前人未到の足跡を遺し

た第一人者が、生活者の視線で綴

った随筆を精選。 

「薬膳 季節の食材８０ 

×いたわりレシピ×基礎知識」 

ちづか  みゆき｜翔泳社｜2019.8 

 

春、梅雨、夏、秋、冬。各季節に対

応する 5つの色の食材とおもな効能

を、レシピとともに紹介。季節と食材の

関わりや、五行説など、薬膳の基礎

知識もやさしく説明。 

「すし語辞典」 

新庄 綾子｜誠文堂新光社 

2019.8 

 

身近な寿司にまつわる意外な歴史や

事実、寿司ネタや魚介類の旬など知

っておきたい基礎知識、おいしい魚を

よりおいしく食べるための寿司屋での

ちょっとした工夫など、寿司の豆知識

をイラストや写真とともに紹介。 

新着資料のご紹介  

実用書 

「空から森が降ってくる」 

小手鞠 るい｜平凡社｜2019.9 

            

――森の四季は、星のきらめきから

始まる。ニューヨーク北部に広がる、

ウッドストックの森に住む著者が自ら

の体験を綴ったエッセイ集。優しさと

厳しさを併せ持つ自然と共に生き、 

作家ならではの視点から描かれる

瑞々しい日々はまるで物語のよう。 

 

「土に贖う」 

河﨑 秋子｜集英社｜2019.9 

 

明治の札幌。蚕種所を営む一家の

長女に生まれたヒトエは、子守唄の

代わりに「おかいこさん」が桑の葉を

食む音を聞いて育った。やがて時代

は移り変わり、養蚕業は衰退の一途

を辿ろうとしていた……。(「蛹の家」) 

激動の嵐にもまれながらも北海道を

切り拓く７つの人生を描いた短編集。 

 

 

 

「罪と祈り」 

貫井 徳郎｜実業之日本社 

2019.9 

 

元警察官の父が遺体となって発見

された。当初は事故と思われたが、

側頭部の殴打痕から殺人と判明。

死の真相を知るため、息子の亮輔と

幼馴染で刑事の賢剛は隠された謎

を追う。過去と現在が交差し、彼らが

辿り着いたのは残酷な真実だった。 

 

 

「我が記憶をたどりて 

ジョン・バチラー自叙伝」 

ジョン・バチラー 

北海道出版企画センター｜2008.6 

  

アイヌの伝道に生涯をささげたジョン・

バチラー博士が、宣教師として明治

10年に渡来してから、昭和2年まで、

アイヌの人々や当時の日本人たちと

の交流を綴った記録。 

（貸出不可です） 
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実用書 



「パンのふわふわちゃん」 

かとう ようこ 作 

ひさかたチャイルド｜2019.9 

  

パンのふわふわちゃんは、とっても 

くいしんぼう。パン屋のおじいさんが 

見ていないあいだに、お店のパンを 

食べちゃった！すると、 

むくむく大きくなって・・・。 

 

「農業高校へ行こう！」 

全国農業高等学校長協会監修 

家の光協会｜2019.8 

 

いま、農業高校が熱い! 地域おこし、

ご当地グルメ開発など、全国の農業

高校のユニークな取り組みを写真と

共に紹介します。 

ウド鈴木、サヘル・ローズ 

などゆかりの人からの 

メッセージもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「義足と歩む」 

ルワンダに生きる日本人義肢装具士 

  松島 恵理子 著 

  汐文社｜2019.8 

ルワンダ大虐殺によって手や足を奪

われた人たちの願いをかなえ、未来

へと歩む手助けをするため、義足を

配付する活動を 20年        

以上続けている日本人の         

義肢装具士の活動を紹介         

します。 

 

 

「リンゴの木の神様」 

笠原 正雄 作 

PHP研究所｜2019.8 

 

子供たちのリンゴが盗まれた!? とっ

たのは誰? 神さま? 美しい山あい

の町を舞台にした、わんぱく少年た

ちの不思議な大冒険。 

白亜のホテルで起こった 

出来事とは…。 

児童書 
 

「ふしぎないどうどうぶつえん」 

くさの たき 作 つぼい じゅり 絵 

金の星社｜2019.9 

  

小学 1年生のはづきは動物が 

大の苦手。そんなはづきの学校に 

移動動物園が来ることに 

なった。当日、学校へ行くと 

教室で動物たちが「朝の会」 

をしていて…。 

クラシック 『武満徹＝ギター作品集成  鈴木大介＝ギター 1961～1995』 F-タ 

ジャズ 『ガーシュウィン・ワールド+1／ハービー・ハンコック』 J-ハ 

ポップス 『尾崎豊 ALL TIME BEST』 L-オ 

邦楽 『小倉百人一首』 M-オ 

子ども向け 『つたえてあげたい あそべるわらべうた』 O-ツ 

朗読 『まだらの紐／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 『毎日新聞落語会 名演集 第壱集（毎日新聞落語会シリーズ）』 Q-マ-1 

郷土 『ｍｅｌｔｙ ｂｌａｃｋ（メルティ・ブラック）／ａｗｅｎｄａｒａｐ（アウェンダラプ）』 R-ア 

効果音 『効果音セレクション 1 自然』 S-コ-1 

その他 『大地のにおい パーカッション・アンサンブル／タンブッコ』 Z-タ ほか     

「パンふわふわ」 

 彦坂 有紀 もりと いずみ 作 

講談社｜2019.9 

 

ミルクパン、ベーグル、メロンパン…。 

あかちゃんが大好きな「ふわふわ」 

「ばりばり」などの音とともに、 

おいしそうなパンが 

たくさん登場します！ 

釧路市立美術館 
展覧会のおしらせ 

ティーンズ 

新着資料のご紹介  

しらべもの 
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【ミニ企画展】 

Path-Artの仲間たち 細木るみ子 

日時：10/22(火)～11/24(日) 

10:00～17:00 

休館日：月曜日 

料金：一般 140円(大学生以下無料) 

 

第 94回道展 第 64回釧路移動展 

日時：11/19(火)～11/24(日) 

10:00～17:00 

（最終日は 16:00 まで） 

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  

 

１１月の行事カレンダー 

 

 

  

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 

８日（金），９日（土） 

 
「ギフテッド」 
人間ドラマ/アメリカ/２０１７年 

１時間５１分 

 

亡き姉の娘・メアリーと暮らす

フランクは数学の天才児“ギ

フテッド”であるメアリーを、

「普通に育てる」という姉との

約束を守り、育てていたが… 

（みんなでシネマ上映会） 

１５日（金），１６日（土） 

 
「マンハント」 
アクション，スペクタクル/中国 

２０１７年/１時間５０分 

 

国際弁護士のドゥ・チウは、

何者かに陥れられ殺人事件

の犯人として捕まってしまう。

真相を探るために逃走したド

ゥ・チウを、孤高の敏腕刑

事・矢村が追うが… 

２２日（金） 

 
「ブラウン神父の事件簿 
「Ｖｏｌ．１」 

ミステリー/イギリス/２０１３年 

１時間３９分 

 

世界的に有名なミステリー 

ドラマから２作品を収録。 

※各話にオープニング、 

※エンディングが流れます。 

（英語音声・日本語字幕） 

３０日（土） 

 
「ナイト・ミュージアム３ 
「エジプト王の秘密」 

ファンタジー/アメリカ/２０１４年/ 

１時間３８分 

 

展示物に魂を吹き込む石板

の力が弱り始めていることを知

ったラリーと展示物達は、ロン

ドンの大英博物館へ向かう。 

（みんなでシネマ上映会/再上映） 

４日（月）開催、 

映画マラソンの上映作品 

（３作品）については、 

としょかんフェスタ２０１９の 

チラシをご覧ください。 

 

 

 

寺島敏治氏講演会 

13:30～15:00 

おはなし会 

11：00～11：30 

おはなし会 

11：00～11：30 

上映会 

13：00～ 

河﨑秋子さん講演会 

13:00～14:30 

文学館 

祝
日
の
た
め
開
館
し
ま
す 

としょかんフェスタ 

２日(土)～４日(月) 

詳細はチラシをご覧ください 

 

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

第1

と

第3

じ　　か　　ん

時　　　間 11月 12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 5 10(第2火)

火 5・19 3・17

水

金 1・15 6・20

6・20 4・18

木 7・21 5・19

13：30～14：10

8・22 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。

じ　　か　　ん

時　　　間 11月 12月

火 12・26 10・24

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 13・27 11・25

木 14・28 12・26

金

図書館バス巡回日程（１１月～１２月） 

今月の上映作品紹介 

映画マラソン 
（上映会・３作品） 

10：00～ 

図書館ボランティア 

養成講座 

13:00～15:00 

休館日 

（資料整理日) 

講座「読書につながる 

読み聞かせ」 

10：00～11：30 

時間：１３時～ 場所：７階多目的ホール 座席数：８０席 

おはなし会 

14：30～15：00 

★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★ 

おはなし会 

11：00～11：30 

休
館
日 

朗読会 

13：00～13：30 

文学館

休
館
日 

休
館
日 

おはなし会 

11：00～11：30 
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おはなし会 

11：00～11：30 

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 

上映会 

13：00～ 

上映会 

13：00～ 

第 11 回 

釧路市中央図書館 

朗読会 

13:00～15:30 

 

釧路模型展示会 2019 

23 日・24 日 開催 
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