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釧路市中央図書館

資料検索

■みんなで紙芝居を見よう■
釧路市で活動されている「くしろ紙芝居の会」のみなさ
んによるイベントです。大人も子どももみんなで一緒に
楽しみましょう♪

日時：７月２４日(土) １３：００～１４：００
場所：中央図書館 ４階おはなしコーナー
申込不要 途中入退室 OK！

■なつやすみ

図書館きょうしつ■

●自由研究おたすけ隊●
夏休みがやってきます。中央図
書館４階では、「自由研究おた
すけ隊」と題して、自由研究に
役立つ資料を集めてコーナーを
設けております。テーマが決まっ
ている場合はもちろん、テーマ
探しにもぜひご利用ください！

絵本のカバーを使って、エコバッグとしおりを作成します。

日時：８月１１日(水) ①１０：３０～１２：００
②１３：００～１４：３０
場所：中央図書館 ７階多目的ホール
申込：７月２０日（火）～
お電話かカウンターでお申込みください

対象：小学生

定員：１０人

７階 多目的ホール

ｚ

詳細は文学館だよりをご覧ください。

●講演「啄木の友、釧路の町にあゆみ入る」
７月４日(日)

１３：００～１５：００ 事前申込制

●マンスリー朗読会（釧路演劇協議会）
７月１８日(日)

７階 展示室

ｚ

●釧路消費者協会
「食に関するパネル展」
７月６日(火)～１８日（日）
９：３０～１９：３０
※初日は１０：００から

１３：００～１３：３０

●朗読会（ジスイズ朗読会）&令和３年度釧路高専公開講座
「啄木と節子」
７月２４日(土) １３：００～１５：００
申込：７月２０日（火）まで

●幣舞中学校美術部展
７月３１日(土) １３：００～１８：００
８月１日（日） ９：３０～１６：００

コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、ご来館の際には、マスクの着用、手洗い、手指消毒にご協力ください。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。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。
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新着資料のご紹介
い

文学・小説
「田舎のポルシェ」

「蝶として死す」

篠田 節子｜文藝春秋｜2021.4

羽生 飛鳥｜東京創元社｜2021.4

「白鯨」
夢枕 獏｜KADOKAWA｜2021.4

岐阜市内に住む翠は東京の実家で

平家一門が栄華を極める京の都で

天保十二年。土佐の宇佐浦から、

収穫された、総量が百五十キロもの

清盛の配下である禿髪の、無残な

二艘の鰹船が漁へ出るも、途中で

米をここまで運ぶ算段をしていた。

死体が発見された。一報は清盛の

漂流してしまう。漁師達と乗っていた

伝手があるという同僚に紹介され、

異母弟の平頼盛にも届き、突然の

少年・万次郎は、一人はぐれて更に

軽トラと共に現れた「瀬沼」と名乗る

離官により朝廷に出仕できずにいた

遭難していたところ、米国の捕鯨船

その相手は、紫色のツナギ姿に強面

頼盛は復帰する好機と捉え、事件の

ピークオッド号に救助された。船長の

の大男だった。(「田舎のポルシェ」)

解決に乗り出す。己の一門を守る為

エイハブは自身の片足の仇である、

次々と謎を解明する五つの短編集。

白鯨への復讐に取り憑かれていた。

「ツッコミ読み!
裏切りの日本昔話」

「天体観測に
魅せられた人たち」

「カモさんのイラスト大百科」

ながた みかこ | 笠間書院

エミリー・レヴェック｜原書房

2021.4

2021.3

2021.3

実用書
カモ｜玄光社

立体感や遠近法はとりあえず置い
浦島太郎は復讐ストーリー? 舌切り

危険を伴った旧時代の観測、そし

て、特徴を見つけてデフォルメして描

雀は策略満載の昼ドラ? おなじみの

て大発見の瞬間…！たった一夜限

いてみよう！「動物・いきもの」「植

日本昔話 12 話を取り上げ、裏読み

りの観測に命をかける天文学者たち

物・花」「ファッション」などのテーマご

したりツッコんだりしながら考察。視

のとんでもない実態と、目まぐるしく

とに、線画を描いて色を塗る「ぬり絵

点を変えたショートストーリーや、登

変化した観測天文学の半世紀を追

方式」のイラストの描き方を紹介す

場人物への人生相談なども掲載。

う。

る。

実用書

郷土資料

「トロイア戦争
歴史・文学・考古学」

「本当においしいヴィーガンお菓子」

「旅する鍼灸院」

山口 道子｜柴田書店｜2021.4

須藤 隆昭｜クナウマガジン

エリック H. クライン｜白水社
2021.3

2020.10
驚くほどの満足感&軽やかな食べ心
地。卵・乳製品・白砂糖を使わず、

釧路市と石垣島で鍼灸院を経営

古典文学に伝えられるトロイア戦争

すべて植物性素材で作る、シンプル

する著者が贈る「旅立ちのスス

は現実にあったのか。あったとすれ

でおいしいヴィーガンお菓子を紹介し

メ」。旅する中で培った唯一無二

ばその実態は？歴史性の観点か

ます。レシピの背景にある考え方や

のひらめきと行動力、人々との交

ら、考古学とギリシア、文字資料を

工夫など、おいしさのひみつも公開し

流が満ちています。

からめて多角的に検証する。

ます。

(貸出可能資料あり)
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新着資料のご紹介
児童書
「おやすみ」

「クロのあたらしいうち」

石津 ちひろ 文 石黒亜矢子 絵

エマ・チチェスター・クラーク 作・絵

BL 出版｜2021.4

徳間書店｜2021.4

「うさぎタウンのおむすびやさん」
小手鞠 るい 作

松倉 香子 絵

講談社｜2021.4

こねこのきょうだいはそろそろふとん

野菜畑を見張るよう、がみがみと言う

にこにこうさぎタウンのラビットひろば

に入る時間です。ひっそりした部屋の

ジョーンズさん。クロは一生懸命、畑の

で、朝早くからあかりがともっているの

中へ行き、ふかふかのふとんの上で

番をしましたが、野菜を食べにきた

は「ななこのおむすびやさん」。なな

楽しい夢を見るまでを

ウサギの面倒をみて

こさんは楽しそうに歌いな

1 から 10 のかぞえうた

しまい叱られます。

がら、ごはんを丸めます。

と共に楽しく描きます。

一年生から読める本です。

しらべもの

児童書
「人類滅亡フラグがたちました！」

「進化をたどる

7 憶年の旅」

ティーンズ
「グラレコで学ぶ経済本」

令丈 ヒロ子 著

ジョン・ウッドワード 作

澤 昭人 著

ＰＨＰ研究所｜2021.4

河出書房新社｜2021.4

repicbook｜2021.4

光輝く生命体、カンノンによって密室

いきものの種類が爆発的に増えた

赤字国債から労働生産性まで、72

に集められた 13 歳の男女 7 人。カン

時代からヒトが誕生し、現代にいた

の経済用語を直感的に理解できる

ノンにどんな世界がこの星の人類にと

るまでの地球のうごきをダイナミック

よう、文字、図、絵を使って、セミナ

って理想なのかを問われ、

にとらえよう! 各時代の特徴が盛り

ーや会議などをリアル

「永遠にラブラブの世界」

込まれた絵にひきこまれ、

タイムに可視化する手法

「平等な階級制の世界」

時の流れがつか

の「グラレコ」で表現します。

などと答えていくが…。

める絵本です。

経済知識の基礎を紹介。

新着ＣＤ

釧路市立美術館
展覧会のおしらせ

クラシック 『“威風堂々”ザ・ベスト・オブ・エルガー』 B/ｴ
クラシック 『三善晃：「唱歌の四季」、髙田三郎「水のいのち」、上田真樹「夢の意味」、
石井歓「風紋」／飯森範親（指揮） 東京混声合唱団 東京交響楽団』 H/ﾐ
クラシック 『ＭＩＦＦＹ＆ＣＬＡＳＳＩＣ Ｂｅａｕｔｙ Ｄｒｅａｍｓ 華やかな夜に聴くクラシックリラクシング』 I/ﾐ
ジャズ 『ベース・オン・トップ＋１／ポール・チェンバース』 J/ﾁ

日時：6/26(土)～7/4(日)
10:00～17:00
休館日：月曜日

ポップス 『ドリフのシングルコレクション／ザ・ドリフターズ』 L/ｻ

入場無料

子ども向け 『どうよう ベストセレクション 大きな古時計・ドレミのうた』 O/ﾄ

【特別展】 ぺキタと探検！ガラスの不思議

落語 『ＴＨＥ 米團治』 Q/ﾖ

～絵画とヴェネチアン・グラスの世界～

落語 『落語名人寄席 其之参 Ｄｉｓｃ２ 乳房榎』 Q/ﾗ/3-2

日時：7/10(土)～9/5(日)

その他 『華麗なるハリウッド映画音楽ベスト 決定版』 Z/ｶ
その他 『ジェットストリーム フォーエバー ６ 星空にかける想い』 Z/ｼ/6

釧新郷土芸術賞 ５０回記念作品展
「郷土芸術５０年の軌跡」

10:00～17:00
ほか

休館日：月曜日
料金：一般 800 円 （大学生以下無料）
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７月の行事カレンダー
月

火

水

木

金

土

日

１

２

３

４
文学館

対面
14：30～15：00

５

６

７

９

１０

休館日

啄木講演会
13：00～15：00

11：00～11：30

11：00～11：30

８

表示マーク

上映会
13：00～

１１

対面
対面

１２

１３

14：30～15：00

１４

１５

１６

１７

休館日

おはなし会

11：00～11：30

11：00～11：30

１８

対面

１９

２０

14：30～15：00

２１

２４

２３㊗

休館日
２６

２７

14：30～15：00

２８

２９

文学館

３０

拓本体験教室
13：00～15：00

11：00～11：30

11：00～11：30

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。

２５

文学館
朗読会&高専講座
13：00～15：00

対面
対面

朗読会
13：00～13：30

11：00～11：30

11：00～11：30

２２㊗

対面
文学館

対面

３１

休館日

休館日
対面

今月の上映作品紹介
２日（金），３日（土）
「ウィンストン・チャーチル
ヒトラーから世界を救った男」

時間：１３：００～ 場所：７階多目的ホール 座席数：５０席
１６日（金），１７日（土）

２２日（木）海の日上映会

２３日（金）祝日上映会

「夏の庭 Ｔｈｅ Ｆｒｉｅｎｄｓ」

「フリッパー」

「七つの海のティコ」

「ウィニング・パス」

邦画（人間ドラマ）/日本

洋画（人間ドラマ）/アメリカ

児童映画（アニメ）/日本

邦画（人間ドラマ）/日本

１９９４年/１１３分

１９９６年/９１分

２００１年/９０分

２００３年/１０８分

音声：日本語，字幕：なし

音声：日本語，字幕：日本語

音声：日本語，字幕：なし

音声：日本語，字幕：日本語

小学６年生の少年３人は、
人の死に興味を抱き、近所
の孤独な老人を観察するこ
とに。初めは子供達を追い
払う老人だったが、やがて
自分の過去を語り出す。

フロリダの小島でひと夏を過
ごしていた少年サンディは、
一頭のイルカに遭遇する。
彼はそのイルカにフリッパー
と名付け、心を通わせてい
く。（みんなでシネマ上映会）

巨大なシャチ、ティコと心を
通わせることのできる少女
ナナミは、海洋生物学者の
父スコットとその仲間たちと
共に、伝説のヒカリクジラを
探す旅を続けていたが…。

事故で下半身不随になっ
た高校生の健太。現実を受
け入れられずにいたが、偶
然見た車椅子バスケットに
生きる希望を見出していく。

２０１７年/１２５分
音声：日本語，字幕：日本語

（みんなでシネマ上映会）

11：00～11：30

９日（金），１０日（土）

洋画（人間ドラマ）/イギリス

第二次世界大戦初期。ナ
チスドイツの勢力が拡大し、
イギリスにも侵略の脅威が
迫る。運命は英国首相チャ
ーチルの手に委ねられた。

（資料整理日)

14：30～15：00

※全編日本語字幕付き

３１日（土）
「プロフェッショナル 仕事の流儀１３
勝つことよりも大事なことがある」
ドキュメンタリー（社会）/日本
２００６年/４３分
音声：日本，字幕：なし

サッカーの名指導者として知
られる清水商業高校教諭の
大瀧雅良。サッカーの技術指
導だけでなく、一人前の人間
を育てることをモットーとする
大瀧の指導者哲学に迫る。

図書館バス巡回日程（７月～８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
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

※2

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

7月

8月

6

24(第4火)

週 曜

春日公園
こうようじどうかん

光陽児童館
がくえん

6・20 3・17

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

7・21 4・18
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

1・15 5・19

2・16 6・20

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

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

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

7月

8月

13：30～14：10

13・27 10・24
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：00
14：10 ～ 14：40

14・28 11・25

15：00 ～ 15：30
13：30 ～ 14：10

8・22 12・26
14：30 ～ 15：10
13：30 ～ 14：10

9・23 13・27
14：30 ～ 15：20

※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。
※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。

