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おしらせ
◆釧路市中央図書館 蔵書点検のおしらせ◆
釧路市中央図書館では、全ての蔵書を確認するための蔵書点検作業を行います。
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
らをご利用ください。CD や市外から借りた資料は、ポストでは返却できませんので開館し
てからご返却ください。尚、釧路市地区図書館３館、阿寒町公民館図書室、音別町ふ
れあい図書館は、この期間通常通り開館（17 日月曜は休館）しております。

◆英語のおはなし会◆
今月は英語のおはなし会を開催。市内の学校にも行っている ALT の先生たちが楽しく読み聞かせ
をしてくれます。英語を楽しもう！
会場：中央図書館 4 階おはなしコーナー
開催：８日(土)
時間：11：30～12：00
申込不要・出入り自由

今月の特集コーナー紹介
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 「阿部新聞店寄贈本コーナー」
阿部新聞店さんから寄贈して頂いた児童書を
展示・貸出します。
期間：1 日(土)～27 日(木)
５階 「乗り物特集」
鉄道や車などの乗り物に関する本を集めました
期間 1 日(土)～3 月 26 日(木)
６階 「オレンジ文庫特集」
手軽さが人気の集英社オレンジ文庫の特集です
期間：1 日(土)～3 月 26 日(木)

７階展示室
●読書感想文コンクール入賞作品展
8 日(土)～14 日(金) 9：30～19：30
※14 日は 12：00 まで
●シャドウボックス ラ・マーニくしろ

作品展
22 日(土)～29 日(土) 9：30～19：30
※22 日は 11：00～、29 日は 18：00 まで
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新着資料のご紹介
い

文学・小説
「わたしの美しい庭」

「抵抗都市」

「我は景祐」

凪良 ゆう｜ポプラ社｜2019.12

佐々木 譲｜集英社｜2019.12

熊谷 達也｜新潮社｜2019.11

百音と統理は血の繋がらない親子で

大正五年。日露戦争に「敗北」した

義を取るか、我が身を取るかー。

ある。朝食は同じマンションに住んで

日本は、ロシアの統治下に置かれて

幕末。会津藩は鳥羽・伏見の戦いを

いる友人の路有が担当。三人一緒

いた。その最中、身元不明の他殺体

経て、朝敵と見なされた。追討の命

に食べるのが日課だ。そんな彼らが

が東京で発見される。捜査を始める

が仙台藩に下され、究極の選択を

住むマンションの屋上には、悪癖や

新堂と多和田だが警視総監官房と

迫られるなかで、仙台藩の若き藩士

悪縁、あらゆるものを断ち切る神さま

統監府保安課が介入する事態に。

若生文十郎景祐が立ち上がった。

が祀られている小さな祠があった。

やがて二人は国の将来をも揺るがす

後の奥羽列藩同盟の誕生に繋がる

陰謀に巻き込まれるのだった……。

東北人達の奮闘を描く歴史小説。

実用書
「霧中の読書」

「ウニハンドブック」

「中国くいしんぼう辞典」
岱遠 | みすず書房｜2019.10

田中 颯｜文一総合出版｜2019.10

中国各地の料理を、「家で食べる」

日本の海岸で入手できる可能性が高

書物について書くことは、霧の中にい

「街角で食べる」「飯店(レストラン)

いウニ 103 種の殻と棘付き写真を掲

るようなものだー。「風景の時間」「川

で食べる」の 3 部構成で紹介。南

載したハンドブック。ウニの基本情報を

上未映子の詩」「西鶴の奇談」など、

北にわたって関わりあうさまざまな

網羅するほか、見分け方や採集・標

荒川洋治が 2016〜2019 年に発表

食べ物から人物、店、故事来歴ま

本作成方法を詳しく解説する。

したエッセイから 45 編を選び、書き

でを、素朴かつ的確なタッチのイラ

下ろし 1 編を加えた一冊。

ストとともに綴る。

荒川 洋治｜みすず書房｜

崔

2019.10

実用書

郷土資料

「野食ハンターの七転八倒日記」

「訪問調理師ごはんさんの

茸本 朗｜平凡社｜2019.11

どんどんおかわりする

「アコロコタン」
成田 英敏

子ども大好きレシピ 78」
野外で採取してきた食材を普段の食

双葉社｜2019.11

ごはんさん｜徳間書店｜2019.11

卓に活用する「野食」をライフワークと

狩猟採集、口承文芸、婚姻習慣…。

する著者が、失敗体験エピソードを紹

人気レシピからササッと作れる 3 行レシ

漫画家にしてアイヌ語講師の著者

介しつつ、野食材や食べ方などを紹

ピ、肉・魚・野菜のレシピ、スープ、丼&

が、講座では伝えきれないあれこれを

介する。著者が出会った魅惑の食材

麵レシピ、スイーツまで。子どもの

漫画で表現。不思議な響きをもつア

たちとはいったいどんな物なのか？

好きな味付け、食感、盛り付けが

イヌ語とその文化への理解が深まる

詰まった料理レシピが満載。

一冊。
(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
「おれ、よびだしになる」

「パンケーキくまのきいくまくん」
いりやまさとし さく

中川ひろたか文

石川えりこ絵

「ないしょのおかたづけ」
みずのよしえ作

いづのかじ絵

成美堂出版｜2019.12

アリス館｜2019.12

偕成社｜2019.12

おやつの森のおかしやさんで、くまのコ

小さいころから相撲が好きだったぼく

町の大通りから少し離れた小高い場

ックさんがおやつを作っていると、フラ

は、中学を卒業すると「よびだし」に

所に小さな風つくり工場があります。

イパンからパンケーキくまのきいくまく

なった。よびあげ、太鼓、土俵づくり

風には、働くねこたちのいろいろな思

んが飛び出した!

を先輩に教えてもらい

いがこめられています。

きいくまくんは森の中で

初土俵の日がきた。

内緒でお仕事をする話

動物たちと大冒険！

大相撲と少年の物語。

など三話を収録。

しらべもの

児童書
「湊町の寅吉」
藤村 沙希作

「道路のひみつ図鑑」

Minoru 絵

ティーンズ
「恋って何ですか?」

スタジオタッククリエイティブ

河出書房新社編

2019.11

河出書房新社｜2019.11

学研プラス｜2019.12
江戸時代の新潟湊。廻船問屋の

身近な道路から高速道路まで、

恋について考えたいとき、恋で悩んで

息子の寅吉は、弟の文助といたずら

道路の種類と特徴の解説や、

いるとき…あなたの恋の力になる一冊

をして遊ぶ毎日。しかし、質屋の

信号・標識など道路にあるものの

が見つかるブックガイド。

金兵衛としたある約束

紹介をします。知っているようで

小説家、俳優、学者など

から、湊祭りで文助と

知らない道路のひみつを

27 人が、大切にしている

芝居にいどむことに

見てみよう！

「恋と愛の本」を紹介します。

なってしまい…。

新着ＣＤ
クラシック 『ヴァイオリンを聴きたくて さわやかな秋風に吹かれながら（ＣＬＡＳＳＩＣを聴きたくて）』 Ｉ-シ
クラシック 『ピアノ・マスターズ 世界を感動させる１８人のピアニストたち』 Ｉ-ヒ
ジャズ 『カモミールの香りに誘われて リラックス・ジャズ・タイム（ＪＡＺＺを聴きたくて）』 J-シ

釧路市立美術館展覧会のおしらせ
【コレクション展】

久本春雄の素描

日時：1/4(土)～2/9(日)10:00～17:00
休館日：月曜日
料金：一般 140 円(大学生以下無料)

ジャズ 『ＤＥＬＩＣＩＯＵＳ ＪＵＪＵ’ｓ ＪＡＺＺ ３ｒｄ Ｄｉｓｈ／ＪＵＪＵ』 J-シ-3
洋楽 『ダンシング・ヒーロー～スーパー・ディスコ・ヒッツ決定盤！』 K-コ

【コレクション展】

花の季節

日時：2/15(土)～3/29(日)10:00～17:00

ポップス 『日本のうた Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｓｏｎｇｓ ｉｎ Ｔａｋａｒａｚｕｋａ／宝塚歌劇団』 L-タ

休館日：月曜日

子ども向け 『ぼくとわたしのなかよしソング お友達と一緒に』 O-ホ

料金：一般 140 円(大学生以下無料)

落語 『落語名人寄席 其之弐 Ｄｉｓｃ１ 三十石／三遊亭円生』 Q-ラ-1
郷土 『去来～Ｃｏｒａｉ～／Ｃｏｒａｉ，木原健太郎』 R-キ
その他 『あなたのためのサウンドトラック／清塚信也』 Z-ア ほか

第 67 回 釧路郷土作家展
日時：美術部門 2/22(土)～3/1(日)
書・写真部門 3/14(土)～3/22(日)
いずれも 10:00～17:00(最終日は 16:00 まで)
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２月の行事カレンダー
月

火

水

木

金

土

日

１

２

表示マーク

文学館
朗読会 13：00～13：30

11：00～11：30

３

４

５

６

７

８

上映会
13：00～

９

対面

休館日
１０

対面

１１

１３

休館日
１７

対面

１８

11：00～11：30

1４：３0～1５：００

１２

祝

１４

２０

おはなし会

１５

1４：３0～1５：００

１９

11：00～11：30
英語のおはなし会
11：30～12：00

１６
対面

対面

休館日

11：00～11：30

（特別資料整理日）

２１

２２

２３

祝

休館日
（特別資料整理日）

２４

11：00～11：30

２５

祝

２６

２７

２８

２９

休館日

文学館
戯曲朗読会
13：00～14：00

対面

1４：３0～1５：００

今月の上映作品紹介

（資料整理日)

対面朗読
サービス
10：00～12：00
13：00～15：00
視 覚 に ハンデ ィ
のある方や活字
が見えづらく本
を読むのが大変
と感じる方への
サービスです。
申込が必要です
ので、中央図書
館へお問合せく
ださい。

11：00～11：30

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★
１日（土）

１４日（金）

２２日（土）

２９日（土）

「ティファニーで朝食を」

「ジュリーと恋と靴工場」

「ウォール・ストリート」

「ドクター・ドリトル」

「さくら、さくら」

ラブ・ストーリー/アメリカ
１９６１年/１時間５４分
音声：日本語，字幕：日本語

ミュージカル/フランス
２０１６年/１時間２４分
音声：フランス語，字幕：日本語

サスペンス/アメリカ
２０１０年/２時間１３分
音声：日本語，字幕：日本語

コメディー/アメリカ
１９９８年/１時間２６分
音声：日本語，字幕：日本語

人間ドラマ/日本/２０１０年
２時間３６分/音声：日本語，
字幕：英語音声部分のみ日本語

卑劣な陰謀によってすべてを失
った金融マン・ジェイクは復讐の
ため、かつてのカリスマ投資家・
ゴードンに接触する。
（みんなでシネマ上映会）

幼い頃、動物と話す力を持って
いたドリトル。大人になってなくな
ったと思っていたはずの力が突然
復活し、悩める動物たちが彼のも
とへ押しよせる。
（みんなでシネマ上映会）

２３日（日） 祝日上映会

金なし職なし彼氏なしのジュリー
は高級靴工場で働き始める。
しかしそこは、近代化の波にのま
れて閉鎖の危機にあった。

ポールは同じアパートに住む自
由奔放な娼婦・ホリーの不思議
な魅力に惹かれていくが…
（みんなでシネマ上映会）
（再上映）

１１日（火） 祝日上映会

「ＴＡＫＡＭＩＮＥ」
人間ドラマ/日本/２０１１年
１時間４７分/音声：日本語，
字幕：英語音声部分のみ日本語

図書館バス巡回日程（２月～３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

2月

3月

4

10(第2火)

週 曜

春日公園
こうようじどうかん

光陽児童館

4

がくえん

3・17

はしどい学園
第2 水

5

4・18

14：30 ～ 15：10

おたのしけふじた

第4

13：30 ～ 14：10

5・19

6・20

おたのしけしょうがっこう

はるとりししょ

金

7

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

6

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

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

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

2月

3月

13：30～14：10

11・25 10・24
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：00
14：10 ～ 14：40

12・26 11・25

15：00 ～ 15：30
13：30 ～ 14：10

13・27 12・26
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10

14・28 13・27
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。

