令和 2 年 4 月 1 日 釧路市中央図書館報

（1）

釧路市中央図書館だより ４月号
第 155 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
資料検索

おしらせ
◆先月は、コロナウイルス感染症拡大防止のためイベントは中止、地区図書館は臨時休
館、中央館の学習室は閉鎖となり、大変ご不便をおかけし申し訳ございませんでした。
今月は大きなイベントがないので、としょかんマメちしき特集をお届けします。

としょかんマメちしき特集
自分で本を予約したり、借りている本の延長ができるらしい
って聞いたけど、どうしたら使えるの？
図書館のＷＥＢサービスをご利用ください。利用するためには、パスワードの
登録が必要です。
パスワードは、本人確認書類（免許証や保険証などで、名前と住所が確認で
きるもの）があれば窓口で登録できます。
予約や延長はもちろん、自分が借りた本をﾁｪｯｸできる「マイ本棚」機能や、
自分の好きなジャンルの新刊を、メールで知らせてくれる「新着テーマ参照」
のサービスも使えますよ。ぜひご利用ください。

図書館で絵本のよみきかせをしているけど、何歳から？
じっとして聞いていられない子を参加させてもいいの？
おはなし会は何歳からでもＯＫ！
お子さんが飽きるようだったら、途中で退
室してもいいですし、途中からの参加も大
歓迎です。
日程については、４ページ目の行事カレ

ンダーをご覧ください。
金曜日 11：00 からのおはなし会は、赤ち
ゃんが多いのでおすすめですよ。

７階多目的ホール
●朗読グループ名優座

第 41 回・朗読の集い
26 日(日) 13：00～15：30
申込不要
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新着資料のご紹介
い

文学・小説
「背高泡立草」

「涼子点景 1964」

「太平洋食堂」

古川 真人｜集英社｜2020.1

森谷 明子｜双葉社｜2020.1

柳 広司｜小学館｜2020.1

母方の実家にある納屋の草を刈る

1964 年。オリンピックの開催を間近

明治 39 年。紀州の新宮にて一軒の

ために、大村奈美は家族や親戚と

に控えた東京で、万引きの濡れ衣を

食堂が開かれた。店の主人と医者と

長崎の島へ向かった。誰も使わない

着せられた小学生の健太を鮮やか

いう二足の草鞋を履く大石誠之助は

納屋を綺麗にする意味はあるのか。

な推理で救ったのは、当時高校生の

常に弱い者の味方となり、地元の

納得のいかない奈美に対して、親戚

小野田涼子だった。8 人の視点から

人々からは「ドクトルさん」と慕われて

たちは「この納屋が吉川のやけんよ」

描かれる謎の少女、涼子。それぞれ

いた。平等な社会の実現を目指し、

と当たり前のように答えるのだった。

の欠片が組み合わさっていくにつれ

後の大逆事件で幸徳秋水らと共に

彼女の隠された姿が明らかになる。

命を落とした誠之助の半生を描く。

実用書
「編み方いろいろ！
クラフトバンド＆つやつやバンドの
バッグ・かご・こもの」

「小さな幸せがみつかる
世界のおまじない」

松田 裕美 | 学研プラス｜2020.2

2019.12

ラストで描き、その文化やデザインか

天然素材の紙紐「クラフトバンド」を

ドングリを身につける、リンゴの実をひとつ

ら、工人の人柄までを紹介。こけしの

用いて、作りやすくて使いやすいバ

残して妖精に捧げる…。世界の風習・民

施設や催し物の情報、工人連絡先

ッグ・かご・こものを豊富に、様々な

俗学・神話・宗教行事などから今も暮らし

なども掲載。日本に伝わる手仕事

手法の編み方を、写真で丁寧に解

に取り入れられている幸運をもたらす 50

美をたどる一冊。

説。

「こけし図鑑」
佐々木 一澄｜誠文堂新光社
2020.1

亀井 英里/絵｜パイインターナショナル

東北 6 県 11 系統の伝統こけしをイ

のおまじないを、美しいイラストで紹介。

実用書
「ブッシュマンの民話」

郷土資料
「百年の歩み」

田中 二郎｜京都大学学術出版会

「作りおき&朝 10 分
糖質オフのラクチン弁当 365」

福司酒造百年の歩み編集委員会

2020.1

学研プラス｜2020.2

福司酒造株式会社｜2019.9

アフリカ大陸南部のカラハリ砂漠。半世

冷蔵＆冷凍保存可能な「作りおき

釧路唯一の蔵元である「福司酒造株

紀にわたってブッシュマンの生活を追い

おかず」と、朝 10 分で作れる「時短

式会社」の社史。会社の歴史だけで

かけてきた著者が彼らの民話を記録し、

おかず」に分け、簡単でおいしい糖質

なく、釧路の酒業史や清酒「福司」が

特徴的なクリック音を再現しつつ、語りの

オフ弁当レシピを紹介。

できるまでの工程を写真付きで紹介。

ままに書き起こす。狩猟採集民の精神

組み合わせ自由自在！

世界を語る 29 話を収録。

これなら続く、ラクラクやせる♪

(貸出可能資料あり)
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新着資料のご紹介
児童書
「のりまき」

「もしものせかい」

小西英子 さく

ヨシタケシンスケ さく

「なかなおりの魔法」
湯湯 作

平澤朋子 絵

赤ちゃんとママ社｜2020.2

福音館｜2019.12

童心社｜2019.12

もしものせかいは、きみのこころのなか

のりまきをつくろう。黒々とした大きな

友だちとけんかしたとき、腹がたたなく

にあるもうひとつのせかい。きみのとて

のりの上に、ご飯をひろげ、卵焼き、

なる方法を知ってる? 小学生のトゥー

もだいじなものが、もしももどってこない

きゅうり、えびなどをのせて…。まるで

トゥルは、プゥじいさんの言うとおり、

ときでもだいじょうぶ。

本物のような「のり」必見! のりまきが

黒い炭で石の上にまず

何度も何度も読み

できるまでを描いた

4 つのまるを書き…。

返したくなる一冊です。

食べ物絵本です。

中国の小さな村で
紡がれる物語。

しらべもの

児童書
「雷のあとに」
中山 聖子 作

「歴史とは靴である」

「夢と冒険の旅
世界一周ガイド」

岡本 よしろう 絵

吉田 友和 監修

文研出版｜2020.1

ティーンズ
磯田 道史 著
講談社｜2020.1

小学館｜2020.2
歴史はむしろ実用品であって、靴に

睦子を「真面目ないい子」にさせ
たがるお母さん。同級生たちと

目的別に世界一周ルートを 20 通り

近いものではないか。歴史家の問い

睦子との距離は、広がっていく。

紹介。遺跡、大自然、都市、グルメ

かけに、女子高生が真剣に考える。

ハルおじさんと過ごす

などカラー写真も満載！

2019 年に鎌倉女学院

時間が睦子の支え

旅行気分で世界を

高校で行われた特別授業

だったが、ハルおじさん

学んでみよう♪

を元に再構成。

は死んでしまい…。

新着ＣＤ
クラシック 『ＳＯＬＯ（ソロ） エマニュエル・パユ（フルート）』 F/ﾃ

釧路市立美術館
展覧会のおしらせ

ジャズ 『ソロ・コンサート／ラルフ・タウナー』 J/ﾀ
ポップス 『おとなのたしなみ 歌謡曲編』 L/ｵ
世界の音楽 『ＣＥＬＴＩＣ

ＭＵＳＩＣ（ケルティック・ミュージック） ケルトの音楽』 N/ｹ

朗読 『金子みすゞ ベスト 〈星とたんぽぽ〉 決定版』 P/ｶ
落語 『毎日新聞落語会 名演集 第参集／古今亭菊之丞ほか』 Q/ﾏ/3

【特別展】 めいろ！めいろ！！迷路！！！
日時：4/18(土)～6/21(日) 10:00～17:00
毎週金・土曜日は 19:00 まで

演芸 『上方演芸 戦前黄金時代の名人たち』 Q/ｶ

休館日：5 月 4 日を除く月曜日休館

郷土 『Ｂｅｓｔ．Ｈａｒｍｏｎｙ（ベスト・ハーモニー）／ＨＥＡＴ ＶＯＩＣＥ』 R/ﾋ

料金：一般 900 円（大学生以下無料）

その他 『ディカペラ』 Z/ﾃ
その他 『ゆったり眠れる二胡リラクシング 癒しの音楽を探して』 Z/ﾕ ほか
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４月の行事カレンダー
月

火

水

木

金

土

日

１

２

３

４

５

対面

対面

６

７

８

９

１１

１２

対面
対面

１４

１５

１６

11：00～11：30

11：00～11：30

1４：３0～1５：００

１７

１８

休館日

おはなし会

１９

文学館
戯曲朗読会
13：00～13：50
シンポジウム
14：00～15：30

対面

対面

２０

上映会
13：00～

１０

休館日
１３

表示マーク

２１

２２

２３

11：00～11：30

11：00～11：30

1４：３0～1５：００

２４

休館日

２５

２６

休館日
対面

1４：３0～1５：００

対面

対面

朗読の集い
13：00～15：30

（資料整理日)

文学館

11：00～11：30

朗読会 13：00～13：30

２７

２８

２９

３０

祝

休館日
対面

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。

1４：３0～1５：００

今月の上映作品紹介
１０日（金），１１日（土）

時間：１３時～ 場所：７階多目的ホール 座席数：４０席

１７日（金），１８日（土）

２５日（土）

２９日（水） 祝日上映会

「ＡＮＮＩＥ（アニー）」

「奥さまは魔女」
コメディー，ラブ・ストーリー，ファンタジー

「プロフェッショナル仕事の流儀 １１
チームの力がヒットを生む」

「スチュアート・リトル」

ミュージカル/アメリカ
２０１４年/１時間５８分

アメリカ／２００５年/１時間４２分

音声：日本語，字幕：日本語

音声：日本語，字幕：日本語

ＮＹ市長候補のスタックスは、孤
児のアニーを選挙に利用するた
め引き取った。アニーはスタック
スといることで本当の両親が名乗
り出ることを期待しているが…
（みんなでシネマ上映会）
（再上映）

ドラマ「奥さまは魔女」の主役の
新人女優イザベルは、本物の魔
女だった。イザベルは秘密を隠し
たまま、再ブレイクを狙う相手役
の俳優ジャックと恋に落ちるが…
（みんなでシネマ上映会）

コロナウイルス
感染症集団感染
を防ぐため、隣
同士の席の間隔
をあけておりま
す。座 席数が 減
ってしまいます
が、ご了承くださ
い。

ファンタジー/アメリカ

ドキュメンタリー，社会/日本

２０００年/１時間２４分

２００６年（放送）/４３分

音声：日本語，字幕：日本語

音声：日本語，字幕：なし

激しい競争が繰り広げられる清
涼飲料の世界でヒットを連発す
る、大手飲料メーカーの商品企
画開発部長の佐藤章。ほとばし
る情熱でチームを引っ張る佐藤
流「モノ作り」「ヒト作り」に迫る。

息子の弟として白い小さなネズミ
のスチュアートを養子に迎えたリト
ル夫妻。飼い猫に追い回され、
息子に拒絶されても、スチュアー
トは家族の一員として奮闘する。
（みんなでシネマ上映会）

図書館バス巡回日程（４月～５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

4月

5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

7・21 5・19

はしどい学園
どうえいしんふじだんち

第2 水 道営新富士団地
ほしがうらろうじんふくし

と

13：30 ～ 14：10

1・15 6・20
14：30 ～ 15：10

星が浦老人福祉センター
おたのしけふじた

第4
木

13：30 ～ 14：10

3・17 1・15

おたのしけしょうがっこう

はるとりししょ

金
13：30 ～ 14：10

大楽毛藤田ストア
大楽毛小学校

2・16 7・21
14：30 ～ 15：10

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 14(第2火) 12(第2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

4月

5月

13：30～14：10

14・28 12・26
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：00
14：10 ～ 14：40

8・22 13・27

15：00 ～ 15：30
13：30 ～ 14：10

9・23 14・28
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10

10・24 8・22
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。

