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おしらせ
◆田丸典彦氏・大西英一氏講演会

「釧路自然再発見シリーズ特別編 釧路の自然の恵み」◆

我が国のギョウジャニンニク研究の第一人者・北海道教育大学名誉教授の田丸典彦氏による、
ギョウジャニンニクとアイヌ民族についての講演。ならびに、半世紀にわたってマツタケ類と付き
合ってきた元釧路短期大学教授の大西英一氏による、釧路域のマツタケ類についての講演会
です。
会場：中央図書館 ７階多目的ホール

開催：26 日(日)
時間：13：30～15：30
定員：80 名・申込不要

◆冬のおはなし会◆
くしろ紙芝居の会とおはなしネットぼんぼんの共同企画「冬のおはなし会」です。楽しいおはなしが
もりだくさん。大人も子供もいっしょに楽しんでください。
会場：中央図書館 4 階おはなしコーナー
開催：12 日(日)
時間：11：00～12：00
申込不要・出入り自由

◆釧路市中央図書館 蔵書点検のおしらせ◆

７階展示室
●北海道教育大学附属釧路中学校

美術授業展
釧路市中央図書館では、全ての蔵書を確認するための
4 日(土)～10(金) 9：30～19：30
蔵書点検作業を行います。
※4 日は 13：00～、10 日は 16：00 まで
そのため、2 月 15 日(土)～21 日(金)まで休館いたし
ます（図書館バスもお休みです）。休館中も道銀ビル北側 ●「難病連機関誌１００号のあゆみ展」
13 日(月)～18 日(土) 9：30～19：30
の返却ポストはご利用いただけますので、本の返却はそち
※13 日は 13：00～、18 日は 15：00
らをご利用ください。CD や市外から借りた資料は、ポストで
まで
は返却できませんので開館してからご返却ください。
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新着資料のご紹介
い

文学・小説
「カエルの小指」

「グッドバイ」

「翡翠城市」

道尾 秀介｜講談社｜2019.10

朝井 まかて｜朝日新聞出版

フォンダ・リー｜早川書房

2019.11

2019.10

洗った今は実演販売士として真っ当

幕末期の長崎。油屋町で菜種油を

<グリーンボーン>は翡翠から特殊な

な人生を送っていたが、謎の中学生

商う大浦屋の女主であるお希以は

能力を得る選ばれし者たちである。

キョウとの出会いにより、武沢は再び

屋敷の焼失、父の出奔、婿との離縁

彼らが住むケコン島では二大組織が

派手なペテンを仕掛けるのだった。

といった困難に見舞われながらも、

対立して、抗争に明け暮れていた。

昔の仲間も再集結し、騙し騙され、

商魂逞しく大浦屋存続の道を模索

「二十一世紀版ゴッドファーザー」に

大逆転劇ミステリーが幕を開ける。

する中で、外国との茶葉交易という

異能力バトルを織り交ぜた、アジアン

新しい商売に活路を見出そうとした。

風味のノワール・エンターテイメント。

「大人のための道徳教科書」

「ようかん」

「にっぽん建築散歩」

齋藤 孝｜育鵬社｜2019.10

虎屋文庫 | 新潮社｜2019.10

小林 泰彦｜山と渓谷社｜2019.11

学校に「教科としての道徳」がなかっ

日本人が長らく愛してきた和菓子の

商港ならではの銀行建築が残る小樽、

た大人のために、道徳のエッセンス

代表「ようかん」。日本人にとってよう

江戸以来の学問と文化の街・神田、ヴ

が詰まった古今東西の 37 の名言・

かんとはどんな食べ物なのか。よう

ォーリズ建築が残る近江八幡…。日本

名文を精選して紹介。1 日 10 分で、

かんの歴史から色や形の美しさ、材

全国 30 エリアの歴史的建物を、イラスト

自己の確立、社会性、他者への愛と

料、アレンジメニューまで、多角的に

と地図とともに紹介する。

いった大人に必須のスキルを学び直

とらえる。この 1 冊で 500 年の歴史

せる。

を持つ虎屋がわかる！

武沢竹夫。「元」天才詐欺師。足を

実用書

実用書
「書けるひとになる！」

郷土資料
「新しいタンパク質の教科書」

「羆の実像」

ナタリー・ゴールドバーグ｜扶桑社

上西 一弘｜池田書店

門崎 充昭

2019.11

2019.10

北海道出版企画センター｜2019.11

モチベーションがあがる、発信力があ

命をつくる栄養素として大注目のタンパ

羆が里に出て来る理由とその対応、

がる、あらゆる創作活動に使える…。

ク質。その基礎知識を解説するととも

アイヌ民族と羆、羆の繁殖・成長・寿

伝えたいことが伝わるようになる最強

に、「美肌」「筋肥大」「メンタル改善」な

命、熊類の起源と北海道の羆…。

のメソッドを紹介した名著を復刊。何

どの目的別に、タンパク質をたっぷり摂

50 年間に亘る羆の多様な事象につ

度も読みたくなる文章読本。

れるレシピを紹介する。タンパク質量リ

いての調査研究をまとめた 1 冊。

ストも収録。

(郷土資料の本は貸出不可)
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新着資料のご紹介
児童書
「おうさまのこどもたち」

「たいこ」

三浦 太郎作

樋勝 朋巳 文・絵

偕成社｜2019.11

福音館書店｜2019.10

「まじょかもしれない？」
服部 千春作

かとう ようこ絵

岩崎書店｜2019.10

ひとりがたいこを叩いていると、

自分の好きな仕事で人々を幸せに

ナナちゃんのお向かいのうちの

「仲間に入れて」と人数が増えて、

したいと考えた、王様の 10 人のこど

おばあさん、モモコさんは「自分は

やがて大騒ぎに。「トントンポコポコ

もたち。さまざまな仕事場のようすを

300 歳のまじょ」だという。

ペタペタボーン！」

のぞいてみよう。

ほんとかな？ナナちゃんは

一緒にリズムに乗って

王様のあとを

興味津々。ナナちゃんと

盛り上がろう♪

継いだのは…?

モモコさんの交流を描いた
心あたたまるお話。

しらべもの

児童書
「ぼくのまつり縫い」

「日本と世界のランキング大事典」

神戸 遥真

株式会社ワード 編

偕成社｜2019.1１

くもん出版 ｜2019.10

ティーンズ
「短歌の詰め合わせ」
東

直子

アリス館｜2019.10

サッカー部を休部中に、たまたま被

昔とくらべて、人びとの生活や仕事

食べ物・動物・家族・自然・喜怒哀

服部を手伝うことになった優人。隠

はどう変わったのか。今の日本は世

楽・恋・不思議・乗り物。身近な 8 つ

していた手芸好きを見破られてしま

界の中でどのような位置にいるのか

のテーマに沿って、楽しさや切なさ、

いドレスを作ることになってしまう。

さまざまなランキングを

おもしろさなど、沢山

本当に好きなことに

掲載し、くらべる点を

の短歌を収録。

出会うまでの物語。

わかりやすく示します。

楽しく短歌が学べる
ドリルページあり。

新着ＣＤ
クラシック 『横山幸雄／プレイエルによるショパン・ピアノ独奏曲 全曲集ＢＯＸ １』 F-シ-1

釧路市立美術館
展覧会のおしらせ

クラシック 『横山幸雄／プレイエルによるショパン・ピアノ独奏曲 全曲集ＢＯＸ ２』 F-シ-2
クラシック 『ニューイヤー・コンサート２０１９／ティーレマン（指揮）ウィーン・フィル』 I-ニ-'19
ジャズ 『マック・ザ・ナイフ エラ・イン・ベルリン／エラ・フィッツジェラルド』 J-フ
洋楽 『レット・ゼア・ビー・チェロ チェロ魂／２ＣＥＬＬＯＳ』 K-ト

【コレクション展】

久本春雄の素描

子ども向け 『くまのプーさん アニバーサリー・コレクション』 O-ク
日時：1/4(土)～2/9(日)
落語 『毎日新聞落語会 名演集／春風亭一朝ほか』 Q-マ

10:00～17:00

郷土 『さらせ冬の嵐 旅盤／山内恵介』 R-ヤ

休館日：月曜日

その他 『オルゴールで聴く平成ベスト』 Z-オ

料金：一般 140 円(大学生以下無料)

その他 『ハンドベル・カフェ ゆらぎ』 Z-ハ ほか
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１月の行事カレンダー
月

火

１２日（日） １２：３０～

水

木

金

土

１

２

３

４

冬休み子ども向け上映会
「うっかりペネロペ
ともだちがいっぱい編」

年始の休館日

７

８

９

１３

１０

１１
上映会
13：00～

休
館
日
１５

１６

祝日上映会
13：00～

１７

おはなし会
14：30～15：00

２０
休
館
日

２１

２７

２８

２２

２３
おはなし会
14：30～15：00

２９

３０

休
館
日

１９

おはなし会
11：00～11：30

２５

上映会
13：00～

おはなし会
11：00～11：30

２６
田丸典彦氏・大西英一氏
講演会 13：30～15：30

おはなし会
11：00～11：30

文学館
ポエトリー・リーディング
13：30～15：00

３１ 休館日

おはなし会
14：30～15：00

今月の上映作品紹介

文学館
朗読会 13：00～13：30

１８

おはなし会
11：00～11：30

上映会(アニメ)
12：30～

冬のおはなし会
11：00～12：00

おはなし会
11：00～11：30

上映会
13：00～

２４

１２
上映会
13：00～

おはなし会
11：00～11：30

おはなし会
14：30～15：00

１４

５

上映会
13：00～
おはなし会
11：00～11：30

アニメ/日本/２０１８年/３０分

６

日

（資料整理日)

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★
４日（土）

１０日（金），１１日（土）

１３日（月） 祝日上映会

１７日（金）

２４日（金）

「きっと、うまくいく」

「メン・イン・ブラック」

「コーリャ 愛のプラハ」

「神様の思し召し」

コメディー/インド
２００９年/２時間５０分

ＳＦ/アメリカ
１９９７年/１時間３８分

「ブラウン神父の事件簿
Ｖｏｌ．２」

人間ドラマ/チェコほか
１９９６年/１時間５１分

人間ドラマ/イタリア
２０１５年/１時間２８分
医大に通う息子が突然神父にな
ると言い出したことにショックを受
ける医者のトンマーゾ。神父の
ピエトロに息子が洗脳されている
と思い教会へ潜入するが…
※イタリア語音声・日本語字幕

超難関大学を卒業して１０年。
ファルハーンとラージューは、
消息不明だった友人の
ランチョーを探しに旅立つ。

ミステリー/イギリス
２０１３年/１時間３２分
ブラウン神父が活躍する世界的
ミステリー。
「狂った形」「木の中の男」の２話
を収録。

（再上映）

秘密組織にスカウトされた新米
刑事のエドワーズは、すべての過
去を抹消され、エージェントＪとな
り地球に潜むエイリアンと向き合
うことに。

※英語音声・日本語字幕

ロウカはお金のためにチェコ国籍
を欲しがるロシア人の女性と結婚
するが、女性は幼い息子コーリャ
を残し亡命してしまう。
※チェコ語・ロシア語音声・

※ヒンディー語音声・日本語字幕

（みんなでシネマ上映会）

※各話にＯＰ・ＥＤが流れます。

※日本語字幕

図書館バス巡回日程（１月～２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

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

1月

2月

週 曜

13：10 ～ 13：40

春日公園
こうようじどうかん

光陽児童館

7・21

がくえん

4

はしどい学園
第2 水

15

5

14：30 ～ 15：10

おたのしけふじた

第4

13：30 ～ 14：10

6

7

おたのしけしょうがっこう

はるとりししょ

金

17

大楽毛藤田ストア
大楽毛小学校

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

16

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

4

15：00 ～ 15：40

とっとりおおどおりてん

水

間

14：00 ～ 14：40

フクハラ春採店
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 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

1月

2月

13：30～14：10

14・28 11・25
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：00
14：10 ～ 14：40

8・22 12・26

15：00 ～ 15：30
13：30 ～ 14：10

9・23 13・27
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10

10・24 14・28
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。

