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コロナウイルス感染症拡大防止のため長い間、おはなし会と上映

会を中止しておりましたが、７月より再開いたします！ 

おはなし会に関しては、混雑するようであれば人数制限をさせてい

ただいたり、上映会も定員を４０名といたしますので、ご了承ください。

ご来館いただく際には、マスクの着用、咳エチケット、手洗い、エレベ

ーターホールに設置しているアルコール消毒液の使用に気を付けて

いただき、風邪症状や３７．５℃以上の発熱、体調不良がある方につ

いてはご利用をお控えいただけますようご協力をお願いいたします。 

また、感染者発生等の万が一に備えて、入館者の記録をとらせて

いただいております。これについては、今後もしばらく続けていく予定

です。入館に際しては、各階の受付にて利用者カードを提示いただく

か、利用者カードをお持ちでない方は入館記録票にご記入をお願い

いたします（目的以外での使用はいたしません）。 

当面の間ご不便をおかけいたしますが、ご協力いただけますようよ

ろしくお願いいたします。 

今月の特集紹介 

今月も図書館では各フロアで特集コーナーを設置しています。 

いつもは読まないジャンルに挑戦するチャンス！ぜひのぞいてみてください。 

６F 「おいしい物語」特集    ５F 「趣味の時間」      ４F 「おそとであそぼう！特集」 

８月２７日（木）まで        ７月３０日（木）まで      ８月２７日（木）まで 



「約束の果て 黒と紫の国」 

高丘 哲次｜新潮社｜2020.3 

            

大国、伍州で古びた青銅器が発掘

された。矢をかたどった装身具かと

思われたが、そこに刻まれた二つの

国は歴史上存在しないものだった。 

偽史と小説が綴る伝説の二国、壙と

ジ南が辿った悲劇。五千と七十年の

時が紡がれる少年少女達の物語。 

 

 

 

い 

文学・小説 

「天才の考え方」 

加藤 一二三/渡辺 明 

中央公論新社 | 2020.4 

 

「直感 95％」のひふみんと、「AI」を駆

使する現役最強棋士・渡辺明が、天

才たちの頭の中を考察。大山康晴から

藤井聡太まで、昭和から令和の棋士

を分析する。２人の対談「アナログ思考

ｖｓ.ＡＩ思考」も収録。 

「蓼食う人々」 

遠藤 ケイ｜山と渓谷社｜2020.5 

 

人は何をどう捕えて、どう食べてき

たのか。野兎やカラス、トウゴロウ（カ

ミキリムシの幼虫）、岩茸、鮎、山椒

魚、イナゴ、熊、ツチクジラなど、か

つて私たちが享受した自然の恵み

と原風景の記録と、考察を紹介しま

す。 

郷土資料 
「ネズミのおしえ」 

篠原 かをり｜徳間書店 

2020.4 

 

ネズミが笑うって知ってる? 人間関係、

いじめ・ストレス、恋愛、健康・長生き、ダ

イエット…悩みや心配の解決のヒントを

すべてネズミから学ぶ一冊。ミステリー

ハンターで動物オタクの著者による偏愛

エッセイ。 

「ベイクドフルーツのお菓子」    

栗山 有紀｜文化出版局   

2020.3 

 

セミドライいちごのバターケーキ、パイナ

ップルのクロッカン、黄桃のローストとス

ープ、焦がしバナナ、マスカットのグラタ

ン、焼き栗…。果物をオーブンで焼い

て作るお菓子のレシピを紹介します。 

「動物の看護師さん」 

保田 明恵｜大月書店 

2020.3 

 

動物看護師ってどんな仕事？苦しいと

言えない犬や猫。寄り添い悩む飼い

主。専門的知見から診療する獣医師。

三者の間で架け橋となって治療を進め

る動物看護師の仕事を丁寧に紹介す

る。 

 

「アイヌと神々の物語」 

萱野 茂｜山と溪谷社｜2020.4 

 

『カムイユカラと昔話』からの抜粋。著

者が祖母や村のフチから聞き集めたア

イヌと神々の 38の物語を収録。それ

ぞれの物語の後に、関連するアイヌの

民具や、習慣の解説があり、アイヌの

文化や世界観もわかる 1冊。 

  

(貸出可能資料あり) 

新着資料のご紹介  

「ザリガニの鳴くところ」 

ディーリア オーエンズ｜早川書房 

2020.3 

            

ノース・カロライナ州の湿地帯で若い

男性の死体が発見された。現場の

不可思議な状況から、殺人事件と

判断される。容疑者に挙がったのは

「湿地の少女」「沼地の貧乏人」など

村人達から蔑まれながらも、自然と

共生する孤独な少女カイアだった。 

 

 

 

 

 

 

実用書 

「立花三将伝」 

赤神 諒｜講談社｜2020.4 

 

筑前国の要衝を占める「西の大友」

こと、名門立花家。大友宗家の寄騎

として十五歳で仕えた三左衛門は、 

和泉と弥十郎の若き臣下と出会う。

猛将、勇将、名軍師と、三者三様に

その名を馳せ、互いを結ぶ絆はより

強まっていく。一方、筑前国内では

毛利氏による調略が進行していた。 
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実用書 



「とかげくんのしっぽ」 

ツク之助 作 

イースト・プレス｜2020.4 

 

とかげくんのしっぽが切れて 

なくなっちゃった！とかげくんは 

「ぼくのしっぽとったでしょ！」と 

ねずみさんやうさぎさん 

たちに聞いてみますが…。 

しっぽは見つかるかな？ 

「魔女ラグになれた夏」 

蓼内 明子 著 

PHP｜2020.3 

 

三人姉妹の末っ子で 6年生の岬。

いつも物事を一歩さがって見ていた

けれど、幼なじみの要の言葉がつき

ささり…。自己主張が        

人一倍苦手な岬が、             

姉や要との関わりから          

成長していく物語。 

   

「しゅっぱーつ」 

きむら ゆういち 作 エムナマエ 絵 

新日本出版社｜2020.4 

 

ふねにのってちゃぷちゃぷちゃぷ。 

くるまにのってガタガタガタ。 

わんくん、どこへいくのかな？ 

わんくんといっしょに 

しゅっぱーつ！ 

釧路市立美術館 
展覧会のおしらせ クラシック 『マルティノン／フランス音楽コンサート』 B/ｲ 

クラシック 『フォーレ／室内楽曲集 第 1集 コラール他』 E/ﾌ 

クラシック 『新ウィーン楽派の室内作品集／クレメラータ・ムジカ』 E/ﾏ 

クラシック 『雨の日 まるごと！』 I/ｱ 

ジャズ 『スターダスト／ライオネル・ハンプトン』 J/ﾊ 

洋楽 『ベンチャーズ／サウンズ・オブ・サマー』 K/ﾍ 

子ども向け 『九九のうた 知育のうたベスト 決定版』 O/ｸ 

子ども向け 『ほら、赤ちゃんが泣きやんだ！』 O/ﾎ 

落語 『小沢昭一的 新宿末廣亭特選三夜』 Q/ｵ 

その他 『怪獣特撮映画音楽 ベスト 決定版』 Z/ｶ ほか 

「ソラタとヒナタ おはなしのバトン」 

かんの ゆうこ 作  くま あやこ 絵 

講談社｜2020.4 

 

くまのソラタときつねのヒナタはフリー

マーケットのチラシを見て、広場に出

かけることにしました。 

ヒナタがこわそうなおおかみ 

さんから買ったものとは…？ 

心温まる友情のおはなし 

4つを収録。 

「オオカミの時間 

今そこにある不思議集」 

三田村 信行 著 

理論社｜2020.3 

<不思議>は、いつだって、日常世界

の裏側にぴたりとはりついている。<不

思議>は、意識すればとらえることが

できるはず。三田村信行と      

佐々木マキのコンビに         

よる不思議作品集。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特別展】 めいろ！めいろ！！迷路！！！ 

 日時：～7/26(日) 10:00～17:00 

  毎週金・土曜日は 19:00まで 

休館日：月曜日 

料金：一般 900円（大学生以下無料） 

 

【特別展】 フェルメール 音楽と指紋の謎 

日時：8/1(土)～10/18（日） 10:00～17:00 

休館日：8/10・9/21以外の月曜日 

料金：一般 1000円（大学生以下無料） 

「海のプラスチックごみ  

           調べ大事典」 

保坂 直紀 著 

旬報社｜2020.3 

世界の海がプラスチックで汚れてい

る。プラスチックごみをできるだけ減

らし、海の環境を守っていくためにど

うすればよいかを、            

イラストや写真で           

わかりやすく説明。 

児童書 
 

ティーンズ 

新着資料のご紹介  

しらべもの 

令和 2年 7月 1日 釧路市中央図書館報    
 

（3） 
 

児童書 

新着ＣＤ  

会期日程が変更されています！ 



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 ３１ 

 

 

７月の行事カレンダー 

1４：３0～1５：００ 

1４：３0～1５：００ 

1４：３0～1５：００ 

1４：３0～1５：００ 

1４：３0～1５：００ 

 

 

  

休館日 

（資料整理日) 

対面 

対面 

対面 

対面 

対面 

表示マーク 

 

 

 

 

上映会 

13：00～ 

 

 

 

 

 

おはなし会 

 

 

 

 

 

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。 

対面 

対面 

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 7月 8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 7 25

火 7・21 4・18

水

金 3・17 7・21

1・15 5・19

木 2・16 6・20

13：30～14：10

10・24 14・28

　　※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 7月 8月

火 14・28 11・25

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 8・22 12・26

木 9・23 13・27

金

３日（金），４日（土） １０日（金），１１日（土） １７日（金），１８日（土） ２４日（金） 祝日上映会 ２５日（土） 

『世界遺産 日本編 知床』 
自然／日本／２０００年／４８分 

音声：日本語，字幕：なし 

『ホテル・バビロン 

ＶＯＬ．１ 第１話』 
ドラマ（コメディー）／イギリス／２００６年 

５３分／音声：日本語，字幕：日本語 

『ブラウン神父の事件簿 

ＶＯＬ．３ 「アポロの眼」』 
ドラマ（ミステリー）／イギリス／２０１３年 

４９分／音声：英語，字幕：日本語 

『世界初撮影！ 

深海の超巨大イカ』 
生物／日本／２０１３年／５８分 

音声：日本語，字幕：なし 

『プロフェッショナル 仕事の流儀 ７ 

鳥インフルエンザを封じ込めろ』 
ドキュメンタリー（社会）／日本／２００６年 

４３分／音声：日本語，字幕：なし 

テレビ番組「世界遺産」の日本

編。長さ７０キロもの知床半島。

魚の楽園である冬の知床の海

や、絶滅の危機にある生物をは

ぐくむ、原始のままの営みを続け

る森などを収録。（再上映） 

ホテル・バビロンに有名バンドがチ

ェックイン。スタッフが提案した

様々なサービスはマネージャー

の方針によって断られてしまうが

…ホテルの裏側をゴージャス＆

シニカルに描くスタイリッシュコメ

ディー。（再上映） 

村にやってきた信仰集団のアポ

ロ教会に懐疑的なブラウン神父。

両親を亡くして傷つき、教会に心

酔したスージーを心配して、創始

者ケイロンの施設を訪ねるが、そ

こでケイロンの妻が窓から飛び降

り亡くなってしまう。 

深海で生きる姿を見た者は誰も

いない伝説の怪物・ダイオウイ

カ。幻の超巨大イカの撮影に、国

際チームが挑戦。ついに撮影に

成功した。人類初遭遇のダイオ

ウイカは、黄金にまばゆく輝いて

いた…（再上映） 

鳥インフルエンザの感染拡大を

食いとめる最前線に、１人の日本

人がいる。世界保健機関の医

師、進藤奈邦子。彼女も家に帰

れば２人の子どもの母…感染症

と闘う進藤の仕事に密着する。

（再上映） 

 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

図書館バス巡回日程（７月～８月） 

今月の上映作品紹介 時間：１３：００～ 場所：７階多目的ホール 座席数：４０席 
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対面 

２３日（木） 海の日上映会 
『ヒレをもらったイルカ』 ドキュメンタリー（生物） 

日本／２００５年／４２分／音声：日本語，字幕：なし 

病気で尾ビレの大半を失ったイルカのフジの再起を願い、 

開発に情熱を傾けてきた人たちの姿を描きます。（再上映） 

対面 

朗読会 

13：00～13：20 

公開対談 

13：30～15：00 

文学館 

拓本体験教室  

要申込 定員１０人 

13：00～15：00 

文学館 

11：00～11：30 

11：00～11：30 

11：00～11：30 

11：00～11：30 

11：00～11：30 

11：00～11：30 

11：00～11：30 

11：00～11：30 

祝 祝 
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