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釧路市中央図書館だより ９月号
第 160 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

●Instagram(インスタグラム)開設しました●
釧路市中央図書館の instagram を開設しました。気になっていたイベントを逃してし
まったり、せっかく来たのに休館日だったことはありませんか？ぜひフォローして、イベン
ト情報や休館日などをチェックしてください！

Facebook もやってます♪

Instagram アカウント名：kushiro_lib
「釧路市中央図書館」で検索しても OK！

●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。

７階展示室
●道新文化センター「絵てがみ」教室

絵てがみ展示会
3 日(木)～15(火) 9：30～19：30
※最終日は 17：00 まで
●美術集団ノワール美術展
18 日(金)～27(日) 9：30～17：00
※初日は 12：00 から

７階多目的ホール
●オストメイトさろん釧路
「ストーマ周囲の皮膚への気づかい」
１９日（土） １３：３０～１６：００
※受付は１３：００から
講師：中村公子氏 WOC ナース
釧路労災病院 皮膚・排泄ケア認定看護師

参加無料・申込不要
主催：北身協・日本オストミー協会北海道支部

令和 2 年 9 月 1 日 釧路市中央図書館報

（2）

新着資料のご紹介
い

文学・小説
「夢は捨てたと言わないで」

「サキの忘れ物」

「ボニン浄土」

安藤 祐介｜中央公論新社

津村 記久子｜新潮社｜2020.6

宇佐美 まこと｜小学館｜2020.6

2020.6
高校を中退後、病院に併設された

天保十一年。気仙沼から出航した

所属球団から戦力外通告を受けた

喫茶店で働く千春。店に忘れられた

観音丸は嵐にのまれ、長い漂流の

元高校球児の樫村は野球と決別、

一冊の本と出合ったことで、人生が

果てに、とある島へ辿り着く。九死に

総合スーパー『エブリ』に就職する。

動き出していく。(「サキの忘れ物」)

一生を得た船員達は異国の先住者

順調に結果を出し始めていた矢先、

幼稚園児の空想世界、十二時間も

から、この島は「ボニン・アイランド」と

社長が設立した「お笑い実業団」の

並ぶ長蛇の列、河川敷に出現した

呼ばれていると教えられた。時が移り

責任者に突如任命されるのだった。

ガゼル、ゲームブック形式の物語等

現代。全てを失った男は、ひょんな

様々な展開が待ち受ける短編集。

ことから小笠原諸島行きを決める。

実用書
「カビの取扱説明書」

「チェロの 100 年史」

浜田 信夫｜ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ヴァレリー ウォルデン｜道和書院

「物語を売る
小さな本屋の物語」

2020.6

2020.5

鈴木 潤｜晶文社｜2020.6

エアコンや浴室、スマホにも生え、健

伴奏のための楽器から重要な独奏

ひょんなことから「子どもの本専門

康被害をもたらし嫌われるカビ。一

楽器へ。チェロが現在のチェロにな

店メリーゴーランド」で働くことになっ

方でチーズや発酵食品、お酒など食

るまでの波乱万丈の物語。奏者と

た著者は、初めての支店である京

品にも利用されている。そんなカビと

その流派、楽器・弓の変遷、演奏

都店の店長に抜擢される。縁もゆ

人との関係をカビ研究の第一人者が

技術など様々な観点から、チェロの

かりもない京都での暮らし、作家や

紹介する。

100 年間の歴史を描き出す。

お客さんとの出会いをてらいのない
筆致で綴る。

実用書

郷土資料

「お金の整理学」

「薫るスパイスレシピ」

「アイヌをもっと知る図鑑」

外山 滋比古｜小学館

香取 薫｜山と渓谷社

平凡社｜2020.5

2018.12

2020.6
長い歴史の中で培われてきた、先住

「定年後の人生が退屈に見えるの

かんたんスパイス・マジックで、いつも

民族アイヌ文化。古代から現代まで

は、失敗という危険を伴う〈実験〉を

の食材が本格的インド料理に変身!

の歴史を通覧し、豊富なカラー図版

避けているからではないだろうか」と

ベーシックなスパイス料理のコツとと

と第一線の研究者の解説で紹介し

著者は問いかける。経済的にも精神

もに地方の伝統料理を多数紹介す

た、アイヌ文化への理解をさらに深

的にも自立した「面白い定年後」につ

るほか、家族にやさしいヘルシーメニ

めるビジュアルブック。

いて、思考の整理が進む本。

ューも満載。

(貸出可能資料あり)
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新着資料のご紹介
児童書
「りんごごろごろ」
もぎ あきこ 文

森 あさ子 絵

「カメレオンどろぼう・ドロン」
苅田 澄子 作

伊藤 夏紀 絵

「妖怪たちと秘密基地」
富安 陽子 作

山村 浩二 絵

あかね書房｜2020.6

理論社｜2020.6

りんごごろごろ、りんごごろごろ♪

体の色をかえて、世界中のおたから

伝説の妖獣ヌエの子どもがいる巣を

さあ、いっしょにうたいましょう！

をいただくドロン。満月の夜、金の

見つけた妖怪 3 兄弟。ところが、人

色んなフルーツや野菜が登場する、

かんむりを狙ってパリの美術館へ

間の子どもたちも巣を見つけ、そこを

てあそびうたの絵本。

やってきたが…。

秘密基地にしていて…。

楽譜と遊び方の絵も

隠れているドロンを全部

だれも知らない秘密の

掲載しています。

見つけられるかな？

夏が始まる！

世界文化ワンダークリエイト｜2020.6

しらべもの

児童書

「南極のさかな大図鑑」

「オオカミの旅」
ﾛｻﾞﾝﾇ・ﾊﾟﾘｰ 作 ﾓﾆｶ・ｱﾙﾐｰﾆｮ 絵

岩見 哲夫 文

廣野 研一 絵

ティーンズ
「青春ノ帝国」
石川 宏千花 著

福音館書店｜2020.6

あすなろ書房｜2020.6

よその群れに襲撃され、親やきょう

南極海は、世界で一番冷たい海。マ

たとえどんなに離れていても、たとえ

だいを失い、かろうじて生きのびたス

イナス 2 度の海で生き抜いてきた、

ずっと会わずにいても、私達はいつま

ウィフト。敵から逃れ、無事に生きの

スイショウウオ、ナンキョクカジカなど

でも共にありつづける…。坂の上の

びる事ができるのか?

の南極の魚たちの姿と暮らしをフル

古ぼけた謎の一軒家。

1 頭の若いオオカミの

カラーで紹介する。『月刊

そこで私が体験した

苦難と成長、自然の

たくさんのふしぎ』から

不思議なストーリー。

描写を交えて描く。

生まれた本。

あかね書房｜2020.6

新着ＣＤ
クラシック 『ソプラノと吹奏楽のための万葉讃歌 陸上自衛隊中部方面音楽隊』 C/ｿ

釧路市立美術館
展覧会のおしらせ

クラシック 『シューベルト 即興曲集Ｄ８９９・Ｄ９３５』 F/ｼ
クラシック 『ラヴェル：歌劇《こどもと魔法》小澤征爾』 G/ﾗ
クラシック 『ドイツ・グラモフォン ベスト・オブ・ベスト』 I/ﾄ
洋楽 『２０１９ ＧＲＡＭＭＹノミニーズ』 K/ｸ
ポップス 『青春フォーク』 L/ｾ

【特別展】 フェルメール 音楽と指紋の謎

邦楽 『山の民謡』 M/ﾔ
子ども向け 『普段づかいのすぐに！わっともりあがる！リピートあそびベスト』 O/ﾌ

日時：8/1(土)～10/18（日） 10:00～17:00

郷土 『Ｅｒｓｔｅ／サヤ』 R/ｻ

休館日：9/21 以外の月曜日

その他 『ザ・ベスト・コレクション／久石譲』 Z/ｻ ほか

料金：一般 1000 円 大学生以下無料

令和 2 年 9 月 1 日 釧路市中央図書館報

（4）

９月の行事カレンダー
月

火

水

木

金

土

日

１

２

３

４

５

６

表示マーク

対面
対面

７

８

９

１０

１１

休館日
１５

１６

１７

１８

文学館
朗読会
13：00～13：30

１９

２２

祝

14：30～15：00

２３

２４

対面
文学館

２６

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。

炭鉱トークイベント
13：30～15：00

11：00～11：30

11：00～11：30

２５

おはなし会

２０

対面
対面

祝

１３

11：00～11：30

11：00～11：30

14：30～15：00

休館日
２１

１２
対面

対面

１４

上映会
13：00～

11：00～11：30

11：00～11：30

14：30～15：00

２７

休館日
対面

２８

２９

14：30～15：00

（資料整理日)

11：00～11：30

３０

休館日
対面

今月の上映作品紹介
５日（土）

時間：１３：００～ 場所：７階多目的ホール 座席数：４０席

１１日（金），１２日（土）

１８日（金）

２１日（月） 祝日上映会

２２日（火） 祝日上映会
『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』

『ローマ法王の休日』

『アポロ１３』

『コンカッション』

『ブラウン神父の事件簿Ｖｏｌ．４』

洋画（コメディー）/イタリア，フランス

洋画（人間ドラマ）/アメリカ

洋画（人間ドラマ）/アメリカ

ドラマ（ミステリー）/イギリス

ドキュメンタリー（社会）/日本

２０１１年/１０５分

１９９５年/１４０分

２０１５年/１２２分

２０１３年/９３分

音声：日本語，字幕：日本語

音声：日本語，字幕：日本語

音声：日本語，字幕：日本語

音声：英語，字幕：日本語

ローマ法王死去の一大事を受
け、新法王に選ばれたメルヴィル
は、あまりのプレッシャーからロー
マの街に逃げ出してしまう。だが
街の人々との出会いを通し、大
切なものを見つめ直していく。

アームストロング船長が月面着陸
に成功した 1969 年。予備チー
ムのメンバーがアポロ 13 の乗組
員に選ばれる。打上げには成功
したものの、突如爆発事故が発
生する。（みんなでシネマ上映会）

ナイジェリアから来た医師オマル
は、アメフトの NFL を引退した選
手の解剖に携わり、頭部へのタッ
クルが原因である脳の病気を発
見する。だがその見解を NFL は
否定し…（みんなでシネマ上映会）

ブラウン神父が活躍する世界的
ミステリー。
「悪魔の塵」「死者の顔」の 2 話を
収録。

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

山花小・中学校

競争が厳しい清涼飲料の世界で
大ヒットを連発し、注目を集める
大手飲料メーカーの商品企画部
長・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」の秘密に迫る。

※各話にオープニング・エンディングが
流れます。

１７日（金），１８日（土）
２４日（金） 月）
祝日上映会
図書館バス巡回日程（９月～10

バスのとまるところ ＶＯＬ．１
9月
時 第１話』
間
自然／日本／２０００年／４８分
音声：日本語，字幕：なし
第1
火

２００６年/４３分
音声：日本語，字幕：なし

ドラマ（コメディー）／イギリス／２００６年

『ブラウン神父の事件簿
『世界初撮影！じ
10月 「アポロの眼」』
週 曜 バスのとまるところ
ＶＯＬ．３
深海の超巨大イカ』
時
ドラマ（ミステリー）／イギリス／２０１３年
かすがこうえん

6

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

か

生物／日本／２０１３年／５８分

２５日（土）
ん

間

『プロフェッショナル

仕事の流儀 ７

9月
10月
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

13：30～14：10 ４３分／音声：日本語，字幕：なし
音声：日本語，字幕：なし

火
8・22 13・27
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。 がくえん
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
編。長さ７０キロもの知床半島。
火
14：00
～
14：40
13：30 ～ 14：00
1・15両親を亡くして傷つき、教会に心
6・20
様々なサービスはマネージャー
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
9・23 14・28
…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
と
15：00 ～ 15：30
第1
り亡くなってしまう。
いた…（再上映）
（再上映）
ｽｰﾊﾟｰｱｰｸｽ鳥取大通店ディー。（再上映）
星が浦老人福祉センター
水
2・16 7・21
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
10・24 8・22
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 ※2
大楽毛小学校
木
3・17 1・15
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
11・25 9・23
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
4・18 2・16
こまばこうえん
※としょかんバスは祝日関係なく上記の日程で運行しています。
14：30 ～ 15：10
駒場公園
※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「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

