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おしらせ
◆サトシンの絵本よみまショー
～やっぱり絵本はオモシロイ！やっぱりキミはスバラシイ！～◆
絵本作家のサトシンさんの講演会です。お子さんもご一緒にぜひご来場ください。
※終了後にサイン会を行います。

会場：中央図書館 ７階多目的ホール
開催：15 日(日)

時間：10：00～11：30
定員：80 名

◆クリスマスおはなし会◆
1 時間のスペシャルおはなし会です。絵本や紙芝居、大型絵本など盛りだくさん。途中参加、途
中退室可能なのでぜひお気軽にどうぞ。
会場：4 階おはなしコーナー
日時：21 日(土) 11：00～12：00

としょかんマメちしき
人気の本を予約したいけど、本が届いたとき
に連絡されても電話にでれないよ。どうしたら

７階展示室
今月の予定はありません

いい？
予約の連絡には e メールが便利ですよ。もし既にパスワード登録をしている
なら、図書館のホームページから自分でアドレスを登録できるし、パスワード
登録をしていなければ窓口で登録できるので、日中電話に出られない人に

おすすめです。
インターネット上や図書館内の資料検索機から自分で予約できる、パスワ
ード登録も便利ですよ。
いずれも本人確認書類があれば窓口で登録できます。
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新着資料のご紹介
い

文学・小説
「ロス男」

「ベーシックインカム」

「出航」

平岡 陽明｜講談社｜2019.10

井上 真偽｜集英社｜2019.10

北見 崇史｜KADOKAWA
2019.10

四十歳。職業はフリーライター。恋人

日本語を学ぶために、保育士として

は無し。独身。半年前に唯一の家族

働くエレナ。子どもたちや同僚からも

母が家を捨てて失踪した。残された

である母親を亡くし、「そろそろ本当

慕われる彼女はある日、福嗣くんが

手がかりを頼りに北海道の漁師街へ

の自分の人生を起動したい」と思い

暴力を振るう所を目撃する。事情を

辿り着くも、そこは血生臭さと動物の

ながら漠然と日々を送る吉井の前に

聞きだす中で、ある言葉に隠された

死骸で溢れ返る町だった。「根腐れ

昔の同僚が現れ･･････。「ロスジェネ

秘密に気付いた。(「言の葉の子ら」)

蜜柑」とは？ 母はどうしてこの町へ

世代」をリアルに描く連作短編集。

いつか訪れるかもしれない近未来を

来たのか？ 釧路出身の著者による

舞台にしたＳＦ×ミステリー短編集。

身の毛もよだつミステリーホラー。

実用書
「暮らしに役立つかんたん
マイノート＆手帳術」

「お弔いの現場人」

mizutama｜エクスナレッジ｜2019.9

中央公論新社｜2019.10

朝山 実

「外国人ヒットマン」
一橋 文哉｜角川書店｜2019.9
未解決事件の周辺には、必ずと言っ

スケジュール帳、お金ノート、推し手

母親が使っていたベッドで「仏壇」を

ていいほど外国人犯罪者の影がチラ

帖…。ズボラでも絵が苦手でも、超

手作りしたひと、「ドライブスルー」を

ついている。外国人ヒットマンはいかに

簡単にかわいいノートや手帳が作れ

葬儀会館に導入した社長・・・・。「空

作られるのか? 香港、フィリピン、カン

るとっておきのアイディアを紹介しま

き家」となった実家を葬儀会館にし

ボジアへ実行犯の足跡をたどり、その

す。

た著者が、葬儀の最前線を描く。

裏社会事情に迫る。

実用書
「理科の謎、
きちんと説明できますか？」

郷土資料
「型紙いらずの着物リメイク
1 枚の着物で大人服&子ども服」

佐巻 健男｜PHP 研究所

松下 純子｜河出書房新社

2019.10

2019.10

「松浦武四郎とアイヌの大地」
ダイアプレス｜2019.10
6 度にわたって蝦夷地を踏査した探
検家であり、アイヌの世界を記録し

「高気圧だとなぜ晴れるのかがわか

1 枚の着物から大人と子どものお揃い

数々の書物を著したベストセラー作家

らない」「人間の骨も細胞でできてい

の服が作れる、着物リメイクを提案。

でもある松浦武四郎。その軌跡と業

るの?」「惑星が「惑う星」である理由

着物地の基本の幅を生かし、型紙い

績、人間としての魅力を紹介する。

は?」 小学校・中学校の理科の授業

らずで生地にあまりはさみをいれない

(貸出可能資料あり)

でスルーされてしまった 20 テーマを

で作る洋服を紹介します。

解き明かす。
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新着資料のご紹介
児童書
「タンチョウヅルのたんじょうび 」

「はりねずみくんのねがいごと」
はらだ よしこ作

風木一人作 田中ひろみ絵

「だれも知らない図書館のひみつ」
北川チハル作

石井聖岳絵

汐文社｜2019.9

角川書店｜2019.9

講談社｜2019.10

タンチョウヅルの誕生日、ドジョウが「ど

ピクニックにでかけたはりねずみくん、

夜長森図書館は、夜長小学校の中

ーじょ!」とごちそうを出してきた。カエ

うさぎくん、りすくん。願いをかなえて

にある町の人も使える学校図書館。

ルのかえりを待たずに、カレイがカレー

くれるという湖でそれぞれ願い事をし

今日もたくさんの人がやってきました。

をたべちゃった！

ます。でも、はりねずみくん

実は図書館には

ことば遊びが楽しい

ははずかしくて願い事

優しい司書のしおりさんも

絵本です。

を言うことが出来ません。

知らない秘密があって
・・・。

しらべもの

児童書

ティーンズ

「クレンショーがあらわれて」

「桃太郎は盗人なのか?」

「マイク」

キャサリン・アップルゲイト

「桃太郎」から考える鬼の正体

アンドリュー・ノリス

フレーベル館｜2019.10

倉持 よつば

小学館｜2019.10

新日本出版社 ｜2019.9

でかネコのクレンショーはジャクソン

両親の期待を受け、プロテニス選手

の想像上の友。「あいつが現れたっ

桃太郎盗人説の真偽を確かめる

を目指す 15 歳のフロイド。ある大事な

てことは、またぼくの生活が変わって

べく、全国の桃太郎を読み比べ。

試合中、見知らぬ男マイクがコートに

しまうのだろうか。」

江戸時代の文献まで遡り、

現れた。どうやらマイクは、

ジャクソンが、貧困を

各時代の桃太郎像を

他の人には見えていない

抱えた家族と自分自身に

炙り出す。

らしく…。

向き合っていく姿を描く。

新着ＣＤ
クラシック 『北の詩情～シベリウス：珠玉のピアノ小品集』 F-シ

釧路市立美術館
展覧会のおしらせ

クラシック 『千住真理子 日本のうた』 F-ヤ
ジャズ 『クリスマス・ピアノ・スタンダード』 J-ロ
演歌 『五十路の華・親父の生涯／横山じゅん』 L-ヨ
世界の音楽 『レッツ・フラ』N-レ

【コレクション展】
私の部屋で～室内・静物～

子ども向け 『こどもさんびか ベスト １』 O-コ-1
日時：11/30(土)～12/22(日)
朗読 『朗読版 児童文学名作選 一、二 一房の葡萄 月夜と眼鏡ほか』 P-ロ-1-2

10:00～17:00

演芸 『話芸と歌で聴かせる忠臣蔵 講談／五代目宝井馬琴 ほか』 Q-タ

休館日：月曜日

郷土 『ｌｉｍｉｔｅｄ ３ 夢のカタチ』 R-キ

料金：一般 140 円(大学生以下無料)

その他 『これがポスト・クラシカルだ！』 Z-コ ほか
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１２月の行事カレンダー
月

火

水

木

金

土

日
１

２
休
館
日

３

４

９
休
館
日

１０

１６
休
館
日

１７

２３

２４

５

６
おはなし会
14：30～15：00

１１

１２

１３

１９

２６

２１

上映会
13：00～

おはなし会
11：00～11：30

２７

おはなし会
14：30～15：00

３０

サトシンの絵本よみまショー
10:00～11:30
文学館
朗読会 13：00～13：30

２２

上映会
13：00～

クリスマスおはなし会
11：00～12：00

２８

休館日

休
館
日

１５

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
14：30～15：00

２５

１４

上映会
13：00～

２０

８
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

１８

７

上映会
13：00～

２９

上映会
13：00～

休館日

おはなし会
11：00～11：30

（資料整理日)

３１

年末年始は、29 日から 1 月 3 日まで休館となります

休館日

今月の上映作品紹介

時間：１３時～ 場所：７階多目的ホール 座席数：８０席

★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★
６日（金）

１３日（金），１４日（土）

２０日（金），２１日（土）

２８日（土）

「ボブという名の猫
幸せのハイタッチ」

「スターリンの
葬送狂騒曲」

「クリスマス・キャロル」

「レ・ミゼラブル」

人間ドラマ/アメリカ/１９３８年

ミュージカル/アメリカ，イギリス

人間ドラマ/イギリス/２０１６年

コメディー/イギリス/２０１７年

１時間９分

２０１２年/２時間３８分

１時間４３分

１時間４７分

夢破れたホームレスのジェ
ームズは、１匹の野良猫と出
会う。自分のため、ボブと名
付けた猫のため、ジェームズ
は地道に働きはじめる…

ソ連の最高権力者スターリン
の国葬の準備が進むなか、
彼の後釜を狙う者たちの互
いを出し抜く権力バトルが勃
発する。

冷酷無慈悲なスクルージ
は、死後に重く長い鎖に繋が
れ苦しむ未来を友人の幽霊
に忠告されるが…

かつて罪を犯すも改心し、市
長になったバルジャンは、運
命の糸で結ばれた女性・フォ
ンテーヌの愛娘を託される。

（みんなでシネマ上映会/再上映）

（みんなでシネマ上映会/再上映）

※英語音声・日本語字幕

※英語音声・日本語字幕

図書館バス巡回日程(12 月～2 年１月）
週 曜
第1 火

バスのとまるところ
やまはなしょう・ちゅうがっこう

はるとりてん

フクハラ春採店
がくえん

と

ｽｰﾊﾟｰｱｰｸｽ鳥取大通店 ※2
くしろしょうわ

イオンモール釧路昭和
だいいちふく

第3
木

ほいくえん

第１福ちゃん保育園
やなぎまち

※３

じょう

柳町スピードスケート場
金

くしろぶんか
コーチャンフォー釧路文化ホール ※1
こまばこうえん

駒場公園

12月

1月

週 曜

春日公園
こうようじどうかん

光陽児童館
がくえん

3・17 7・21

はしどい学園
第2 水

4・18

15

14：30 ～ 15：10

おたのしけふじた

第4

13：30 ～ 14：10

17

おたのしけしょうがっこう

はるとりししょ

金

6・20

大楽毛藤田ストア
大楽毛小学校

16

14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10

道営新富士団地
星が浦老人福祉センター

木

5・19

どうえいしんふじだんち

ほしがうらろうじんふくし

と

13：30 ～ 14：10

14：30 ～ 15：10

バスのとまるところ
かすがこうえん

13：10 ～ 13：40

15：00 ～ 15：40

とっとりおおどおりてん

水

間

14：00 ～ 14：40

白樺まりも学園
第1

ん

火

釧路市生涯学習センター

しらかば

か

10：20 ～ 10：50 10(第2火)21(第3火)

山花小・中学校
くしろししょうがいがくしゅう

火

じ

時

春採支所
むさてん

フクハラ武佐店

じ

時

か

ん

間

12月

1月

13：30～14：10

10・24 14・28
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：00
14：10 ～ 14：40

11・25 8・22

15：00 ～ 15：30
13：30 ～ 14：10

12・26 9・23
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10

13・27 10・24
14：30 ～ 15：20

※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。

