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●第１２回 釧路市中央図書館朗読会 読み手募集 （6 名） ●
２０２０年１１月３日(火)開催予定の、釧路市中央図書館朗読会の読み手（６名）を
募集いたします。今回のテーマは、「北海道を舞台にした文学」です。
募集期間：8 月 1 日(土)から 定員になり次第締切
受付方法：直接、もしくはお電話で図書館へお申込みください。
※９月から１１月までの間に３回練習があります。その練習に
出席可能な方が対象となります。

●コロナウイルス感染症拡大防止対策●
図書館に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頂いております。
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
８月２７日（木）まで

５F 「文庫・新書特集」
９月２４日（木）まで

４F 「おそとであそぼう！特集」
８月２７日（木）まで
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新着資料のご紹介
い

文学・小説
「水を縫う」

「カケラ」

「黙」

寺地 はるな｜集英社｜2020.5

湊 かなえ｜集英社｜2020.5

辻堂 魁｜光文社｜2020.5

高校一年の松岡清澄は、幼い頃に

都内のクリニックで美容外科医として

祖父、父にわたり受け継がれてきた

祖母から教わったことがきっかけで、

働く橘久乃は、幼馴染の「痩せたい」

「不浄な首斬人」と忌み嫌われる、

手芸を趣味としていたが、中学生の

という相談のカウンセリングを行って

首打役の道。三代目の別所龍玄は

時は「女子力高過ぎ男子」と、周囲

いるなかで、小学校時代の同級生

年若ながら一番の腕利きと評され、

から浮いた存在だった。(「みなも」)

横網八重子の娘が、高校卒業後に

武士が切腹をする時に介添えをする

「普通」や「らしさ」に囚われなくても

自殺していたことを知らされる。娘の

介錯人を務めることになった。母や

前へ進める。とある家族の短編集。

名前は有羽。彼女はかつて久乃の

妻子と仲睦まじく暮らす傍ら、龍玄は

整形手術を受けていた患者だった。

死にゆく者たちとその命に向き合う。

実用書
「絵でわかる
世界の地形・岩石・絶景」
藤岡 達也｜講談社 | 2020.3

「徹底活用！
バランスボール大全」

「雲と出会える図鑑」
武田 康男｜ベレ出版｜2020.5

菅原 順二｜成美堂出版｜2020.6

身近なわた雲やすじ雲、巨大で迫
アルプス、ヒマラヤ、カッパドキア、エ

バランスボールは幅広いトレーニン

力ある積乱雲、緑や赤に彩られた

アーズロック、グランドキャニオン…。

グができる、優れたエクササイズツ

彩雲、神秘的な雲海や滝雲、不

これらのスゴい風景はどうやってでき

ール！基本動作から、座って行う

思議な形のレンズ雲や穴あ き雲

たのか。世界の絶景を、その文化的

シッティング系エクササイズ、脚を

…。約 380 点の美しい写真で、雲

背景を交えながら、カラー図版や写

使って行うレッグ系エクササイズな

の様々な姿を紹介。雲の見方や、

真とともに地学的に解説する。

ど、125 種のエクササイズを紹介。

楽しみ方がわかります。

実用書

郷土資料

「人と共に生きる日本の馬」

「世界一ズボラな BOX パン！」

「女(ひと)、美しく…」

高草 操｜里文出版

斎藤 ゆかり｜ワニブックス

長倉 洋海｜エー・ティー・オフィス

2020.4

2020.5

2020.3

北海道から沖縄まで、日本の在来

基本の材料はたった 4 つ！？

著者は旅の途上で出会った、忘れら

馬や馬と深い関わりのある人々や土

容器の中で混ぜて、発酵させて…

れない女（ひと）を想いつつこの本を

地を訪ね歩いて取材し、写真ととも

電子レンジで 3 分チンすると完成！

編んだと語る。女たちがそれぞれの

に紹介。地域に生きる馬の姿と、馬

洗い物も少なく、簡単なので初心者

地で逞しく素朴に、ひたむきに生きる

と人との絆や縁を浮き彫りにする。歴

でも安心です。あっという間にできる

姿が美しい。一瞬の輝きを著者の言

史上の名馬と人との交流の実態も

50 レシピを紹介します♪

葉と共に紹介する。

掘り起こす。

（郷土資料のため貸出不可）
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新着資料のご紹介
児童書
「えだまめ」

「りすとかえるとかぜのうた」

こが ようこ ぶん・え

うえだ まこと 作

大日本図書｜2020.5

BL 出版｜2020.5

「かみさまのベビーシッター」
廣嶋 玲子 作

木村 いこ 絵

理論社｜2020.4

「えだまめ」からおまめがでてきたよ。

一度も旅に出たことがないけれど、

商店街の福引きで幸介が当てたの

たべてみる? あーん! 「パクッ」と読

「舟があれば、いっしょに海までいけ

は「かみさまのたまご」。たまごから生

んで、おまめを口に運んであげると、

るね」と、いつも話していたりすとかえ

まれたのは、ねこのような、フクロウの

あかちゃんたちはとっても

る。ある日、りすは、手に入れたばか

ような不思議な生き物。

嬉しそう! 読むだけで

りの舟に乗り、かえるに

幸介の願いごとは、

語りかけられる絵本。

会いにいきました。

果たして叶うのか?

しらべもの

児童書

「わたしたちのカメムシずかん」

「雨女とホームラン」
吉野 万理子 作

嶽 まいこ 絵

鈴木 海花 文

はた こうしろう 絵

福音館書店｜2020.5

静山社｜2020.5

ティーンズ
「化石ドラマチック」
土屋 健 著

芝原 暁彦 監修

イースト・プレス｜2020.5

占い大好きな野球少年タッツと、

カメムシは臭くてやっかいもの？

争った姿のまま化石となったり、一列

同じく占い好きで心配性の里桜。

「みんなでカメムシはかせになりまし

縦隊になって化石となったり…。

雨女疑惑がある転校生の由樹や、

ょう！」校長先生の一言でカメムシに

化石にまつわる奇跡のエピソードの

占いを全否定する小山

ついて調査することになった

数々を、映画風ポスターの

先生。毎日楽しく快適に

子どもたち。それは想像も

イラストとともにドラマチック

過ごしたいのはみんな

しなかった出会いと発見を

に紹介します。

同じはずなのに…。

もたらしてくれるのでした。

新着ＣＤ
クラシック 『ハイドン：交響曲《朝》《昼》《晩》

佐渡裕指揮 トーンキュスンストラー管弦楽団』

A/ﾊ

釧路市立美術館
展覧会のおしらせ

クラシック 『ベルリオーズ：ファウストの劫罰 小澤征爾』 G/ﾍ
ジャズ 『エイプリル・イン・パリ／カウント・ベイシー・オーケストラ』 J/ｶ
ジャズ 『ＨＩＢＩ Ｃｈａｚｚ－Ｋ ハッピー・サックス・ヒット・エクスプレス』 J/ﾋ
ポップス 『日本人によるカントリー・ベスト ホンキー・トンク・マン』 L/ﾆ
子ども向け 『音楽健康優良児 Ⅴ すくすくメロディー』 O/ｵ/5

【特別展】 フェルメール 音楽と指紋の謎

朗読 『食味風々録 娘が読む／阿川弘之∥作，阿川佐和子∥朗読』 P/ｱ
郷土 『大平まゆみ／Ｆｒｏｍ Ｍｙ Ｈｅａｒｔ～心から～』 R/ｵ

日時：8/1(土)～10/18（日） 10:00～17:00

郷土 『Ｅｌｅｇｙ（エレジー） Ｃｌａｒｉｎｅｔ；Ｙｏｓｈｉｎｏｒｉ Ｍｉｋａｍｅ（クラリネット：三瓶佳紀）』 R/ﾐ

休館日：8/10・9/21 以外の月曜日

その他 『冨田勲／月の光

Ｓｎｏｗｆｌａｋｅｓ Ａｒｅ Ｄａｎｃｉｎｇ ドビュッシーによるメルヘンの世界』

Z/ﾄ ほか

料金：一般 1000 円 大学生以下無料
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８月の行事カレンダー
月

火

水

木

金

土

日

１

２

表示マーク

11：00～11：30

３

４

５

６
対面

１１

祝

８

９

対面

休館日
１０

７

１２

14：30～15：00

１３

文学館
朗読会
13：00～13：30

11：00～11：30

11：00～11：30

１４

上映会
13：00～

１５

おはなし会

１６

対面
対面

対面

１７

１８

１９

２０

11：00～11：30

11：00～11：30

２１

２２

２３

対面

休館日
２４

14：30～15：00

対面

２５

２６

休館日

11：00～11：30

14：30～15：00

２７
対面

２８
14：30～15：00

11：00～11：30

２９

休館日

３０
11：00～11：30

（資料整理日)

文学館

上映会
「女ひとり大地を行く」
13：00～15：20

３１

休館日
今月の上映作品紹介
１日（土），２９日（土）

時間：１３：００～ 場所：７階多目的ホール 座席数：４０席

７日（金），８日（土）

１０日（月） 祝日上映会

『僕のワンダフル・ライフ』

『ベイブ』

洋画（人間ドラマ）／アメリカ

洋画（ファンタジー）

２０１６年／１００分

オーストラリア ほか／１９９５年

音声：日本語，字幕：日本語

９２分／音声：日本語，字幕：日本語

霧の名所・摩周湖で、自然のいく
つもの偶然が重なったときだけに
見ることができる圧巻の光景「滝
霧」。霧の一生を追跡し、様々に
変化する霧の姿をみる。

子犬のベイリーは、大好きなイー
サンから一生離れないと誓う。し
かし犬の寿命は人間よりも短い。
イーサンに会うため、何度でも生
き返るベイリーの旅が始まる。

子ブタのベイブは牧羊犬を手伝
い、羊たちの見張りをしていると、
その働きぶりから牧羊“豚”として
認められる。ある日ベイブは牧羊
犬コンテストに出ることになるが…

（再上映）

（みんなでシネマ上映会）

（みんなでシネマ上映会）

『幻の霧 摩周湖神秘の夏』
自然／日本／２０１１年放送
４９分／音声：日本語，字幕：なし

３日（金），４日（土）

１０日（金），１１日（土）

『世界遺産 日本編 知床』

『ホテル・バビロン
じ か ん

週 曜

やまはなしょう・ちゅうがっこう

音声：日本語，字幕：なし
第1
火

山花小・中学校

１４日（金），１５日（土）

２１日（金），２２日（土）
『スチュアート・リトル』

『海よりもまだ深く』

洋画（ファンタジー）／アメリカ

邦画（人間ドラマ）／日本／２０１６年

１９９９年／８４分

１１７分／音声：日本語，字幕：なし

音声：日本語 ，字幕：日本語

ダメ人生更新中の中年男・良多
は、元妻に愛想を尽かされ息子
の養育費も払えない。たまたま良
多の母の家に集まった良多たち
は、台風のため一夜限りの家族
の時間を過ごすことになるが…

リトル夫妻は息子のジョージの弟
として小さなネズミのスチュアート
を養子にした。飼い猫に追い回さ
れ、ジョージには拒絶されてしま
うが、スチュアートは家族のため
奮闘する。（みんなでシネマ上映会）

１７日（金），１８日（土）
２４日（金） 祝日上映会
図書館バス巡回日程（８月～９月）

バスのとまるところ ＶＯＬ．１
時 第１話』
間
自然／日本／２０００年／４８分

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。

『ブラウン神父の事件簿

『世界初撮影！

じ

深海の超巨大イカ』
8月 ＶＯＬ．３
9月 「アポロの眼」』
週 曜 バスのとまるところ
時

ドラマ（コメディー）／イギリス／２００６年

ドラマ（ミステリー）／イギリス／２０１３年

かすがこうえん

10：20 ～ 10：50 25(第４火)
８(第2火)
５３分／音声：日本語，字幕：日本語
４９分／音声：英語，字幕：日本語
春日公園

生物／日本／２０１３年／５８分

か

２５日（土）
ん

『プロフェッショナル

仕事の流儀 ７

』
8月
9月
間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

13：30～14：10４３分／音声：日本語，字幕：なし
音声：日本語，字幕：なし

火
11・25 8・22
こうようじどうかん
13：10 ～ 13：40
14：30 ～ 15：10
ホテル・バビロンに有名バンドがチ
村にやってきた信仰集団のアポ
深海で生きる姿を見た者は誰も
鳥インフルエンザの感染拡大を
釧路市生涯学習センター
光陽児童館
テレビ番組「世界遺産」の日本
ェックイン。スタッフが提案した
ロ教会に懐疑的なブラウン神父。
いない伝説の怪物・ダイオウイ
食いとめる最前線に、１人の日本
はるとりてん
がくえん
編。長さ７０キロもの知床半島。
火
14：00 ～ 14：40 4・18
13：30 ～ 14：00
1・15
様々なサービスはマネージャー
両親を亡くして傷つき、教会に心
カ。幻の超巨大イカの撮影に、国
人がいる。世界保健機関の医
フクハラ春採店
はしどい学園
魚の楽園である冬の知床の海
の方針によって断られてしまうが
酔したスージーを心配して、創始
際チームが挑戦。ついに撮影に
師、進藤奈邦子。彼女も家に帰
しらかば
がくえん
どうえいしんふじだんち
や、絶滅の危機にある生物をは
15：00 ～ 15：40
14：10 ～ 14：40
第2 水
12・26 9・23
…ホテルの裏側をゴージャス＆
者ケイロンの施設を訪ねるが、そ
成功した。人類初遭遇のダイオ
れば２人の子どもの母…感染症
白樺まりも学園
道営新富士団地
ぐくむ、原始のままの営みを続け
シニカルに描くスタイリッシュコメ
こでケイロンの妻が窓から飛び降
ウイカは、黄金にまばゆく輝いて
と闘う進藤の仕事に密着する。
とっとりおおどおりてん
ほしがうらろうじんふくし
る森などを収録。（再上映）
13：30 ～ 14：10
15：00 ～ 15：30
第1
ディー。（再上映）
り亡くなってしまう。 と
いた…（再上映）
（再上映）
ｽｰﾊﾟｰｱｰｸｽ鳥取大通店
※2
星が浦老人福祉センター
水
5・19
2・16
くしろしょうわ
おたのしけふじた
第4
と
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10
イオンモール釧路昭和
大楽毛藤田ストア
木
13・27 10・24
おたのしけしょうがっこう
だいいちふく
ほいくえん
第3
13：30 ～ 14：10
14：30 ～ 15：10
第１福ちゃん保育園 ※３
大楽毛小学校
木
6・20 3・17
はるとりししょ
やなぎまち
じょう
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10
柳町スピードスケート場
春採支所
金
14・28 11・25
むさてん
くしろぶんか
14：30 ～ 15：20
コーチャンフォー釧路文化ホール ※1 13：30 ～ 14：10
フクハラ武佐店
金
7・21 4・18
こまばこうえん
※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。
14：30 ～ 15：10
駒場公園
※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。
くしろししょうがいがくしゅう

