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「袖珍武鑑」(当館蔵)

番となった図書
館のゴーヤーグ
リーンカーテ
ン。
今年は特に元気
がいい！窓を覆
いつくすゴーヤ
ー！こんなにな
りました！⇒
風で揺れると、葉っぱの塊がモコモコと動いて大き
な生き物のようです。みなさんぜひ図書館前をお通
りの際はご覧になってください。

１

武鑑は江戸時代に数多く作られた大名名鑑です。写真の袖
珍武鑑は万延 2 年(1861)に刊行されたもので、手のひらサ

収 穫したゴーヤー

今年は５年に１度の図書館システムの更新を行います。

馬印・江戸からの距離など、鹿島藩の基本的な情報が記され

図書館のパソコンや図書システムの入れ替えを行い、新しいシステムに本のデ
ータや貸出し・予約の状態等のデータを移行します。 また、ホームページも
一新！もっと本が読みたくなる！図書館が利用しやすくなる！便利な機能がも
りだくさんです！

ています。

２

イズの小さい本です。

は、図書館をご利用
のみなさまにカウ
ンターでお配りし
ています。毎日もぎ
たてを置いている
ので、みなさん手に
取ってみてくださ
い。

休館のお知らせ
裏があります
図書システムを更新します
蔵書点検ってこんなこと
夏休みイベントの報告①
夏の疲れをとるレシピ
★ 新着本
ゴーヤーを配布しています
かしま歴史史料探訪

〒849-1312
鹿島市大字納富分 2700-1
Tel (0954) 63‐4343
Fax (0954) 63‐2217
ホームページ
http://www.library.city.
kashima.saga.jp
E メール
kashimal@theia.ocn.ne.jp

写真は鹿島藩の部分で、藩主の名前・格式・石高・家紋・

当時の人々はこの本を片手に、行き交う大名行列などを眺

蔵書の点検を行います。

図書館にある本や資料を番号順に並べ、一点ずつバーコードを読み取り、正し
い場所にあるか、データは間違っていないかをチェックします。

め、どこから来た大名なのかを知ることができたのです。

システム更新と
2 特別整理のため
1

9 月 15 日～30 日の特別整理期間中のおはなし会は
お休みです。

休館します。
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本は⇒ エイブル正面玄関横の「返却ポスト」にお返しください。
CD・DVD・ビデオ・雑誌・紙芝居・大型えほんは⇒
壊れやすいので 10 月 1 日以降、直接カウンターにお返し下さい。

火～金

10：00～19：00
土･日･祝

10：00～17：00

「初代鹿島市長はゾウにまたがって鹿島駅前をパレードした」なんて、ご存じですか？ＮＢＣラジオ佐賀の広報紙夏号
にその写真が載っています。実はその古写真を提供したのは鹿島市民図書館でした。カウンターで皆さんに本をお貸しす
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♪ おはなし会 好評開催中♪

土資料を管理し、求めに応じて資料提供することもそのひとつです。囲碁発祥の地鹿島で春に行われた「本因坊戦」、そ
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れにちなんで創始者寛蓮上人展が祐徳博物館でありましたが、古典籍の解説を書いたのは図書館の学芸員でした。もろく

25

26

27

28

29

30

23

24

25

26

27

28

29

あんころもち
(0歳向け 火曜14時～)
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ぬりつぶし：お休みです
２７日は読書週間初日の
ため開館し、２６日を館内
整理日として休館します。

るのが「表の仕事」とするなら、図書館には「裏の仕事」もたくさんあります。鹿島に残された古写真や古文書などの郷

(0～3歳向け 第1・3水曜
14時半～)
おはなし会
(3歳以上向け 土曜14時～)

なった古文書を丁寧に補修、整理し、読み解く・・・地味で根気のいる仕事です。
他にも「裏の仕事」は色々あります。図書館には毎日約１０００冊以上の本が返却されてきます。それを１冊ずつチェ
ックし、傷みがあったら補修をし、きっちり番号通りに棚に戻すこと。
「アンパンマンの本あります？」
「うめぼしの漬け
方は？」などというお客様の声にさっとお答えするには、約１１万冊の館内の資料をあるべきところに並べるというのが、
地味ではありますが大切な仕事なのです。お客様の目につかぬ書庫にも５万冊ありますので、新刊(毎週約１５０冊入りま
す)とのいれかえなど、スタッフは自分の担当の本棚を中心に毎日整理をしています。補修に関しては、現在４人の方がボ
ランティアで作業にきてくださっています。裏でしっかりと支えてくださる方々あっての図書館なのです。
本を選んで注文すること、ビニールコーティング、季節に合わせたコーナー作り、
「感想画

夏休みの思い出

教室」など各種イベントの準備、小中学校への「みにみに図書館」
、４ヶ月乳児検診時の「ぶ

学校が夏休みに入り、たくさんの子ども達で図書館はにぎわっています。子ども達が宿題をやっている姿をみ
ると、自分の夏休みの頃を思い出して懐かしい気分になります。夏の宿題といえば「夏の友」
。算数、国語以外
にも水泳の宿題があり、だるまのポーズでどれだけ沈めるか、バタ足でどれだけ進めるか…など。今は夏休み
の宿題はありませんが、子ども達の宿題の手助けに奔走中です。大人の方も困ったときには、ぜひ職員にお尋
ねください。
＜Ｓ＞
④

みんなで そだてる

たのしい 「みんと」

っくすくすく」
・・カウンター以外の仕事は他にも色々あります。それらの歯車がきっちりか
みあってこそ、みなさまによりよいサービスができるのだと思います。
９月はその「裏方の仕事」の総点検と、パソコンのシステム入れ替えがあり、２週間あまり
閉館します。どうかご理解いただいて、また１０月からご愛顧くださるようお願い致します。
館長 野﨑千代美

①

本 はともだち 鹿島市民図書館

鹿島市民図書館だより

「みんと」 1１8 号

鹿島市民図書館だより 「みんと」 1１8 号

９月１５日（木）～３０日（金）の間に図書館システムの入れ替えを行います。
図書館の図書システムには本や資料のデータ（タイトル、著者名、ジャンルから保管場所や貸出の回数まで！さまざまな内容が含まれ
ます。
）や、利用者の方のデータ（貸出中の本や、どの本の何番目に予約があるかなど。
）が入っており、これらを操作して、貸出しや
返却、本の登録などを行っています。では、システムを更新したらどんな便利なことがあるの？

年に１度の蔵書点検。図書館の中ではこんな作業が行われています。
全ての本を番号順に並べ、横
に倒します。そして、１冊ず
つバーコードを読み込み所
蔵をチェック。
その後、所在がわからない
本、場所が違う本を洗い出
し、データ
と照らし
合わせて
訂正し、処
理します。

ご自宅のパソコン・携帯電話で
読みたい本がみつかる！

★ 本・CD・DVD・雑誌の予約ができる！

また、増えていく蔵書を効率よく管理
するため、本の移動など、開館中にで
きない作業を行います。長期間の休館
でご迷惑をおかけしますが、ご理解と
ご協力をお願いいたします。

★ 読みたい本にたどりつける検索！

★ 予約の到着をメールでお知らせ!

＊“スポーツ”“健康”など、ジャンルから本や

＊予約本や資料が届いたら、メールでお知らせ。

雑誌の検索ができます。

（連絡方法は電話とメールから選ぶことができます）

＊フリーワード検索ができるようになります。

★ 今借りている本や予約状況が確認できる！

例：
「図書館」で検索すると、タイトルや著者名に図書

７月２８日、夏休み教室第１弾「読書感

館が入っているもの、タイトルに入っていなくても内容

★ メールマガジンの登録ができる！

が図書館に関係するものを一覧で出すことができます。

＊興味のあるジャンルを登録しておき、関連の新刊新着情報をメ
ールで受け取ることができます。

★ ベスト本・新着本がチェックできる

てゆっくり本を選ぶ時
間がない。

『サラダ スムージー』
鶴見隆史：監修
永岡出版：出
朝食がわりに、おやつ代わり
に、一日の終わりの調整に。
野菜や果物をミキサーにか
けて作ったスムージーには、
ビタミン、食物繊維、ミネラ
ル、酵素がたっぷり！夏の疲
れをとって、体を元気に！

想文の書き方を教わりました。初めは自

た本がチェックできます。
読みたい本は決ま

想文教室」を行いました。参加した小学
行います。長期間の休館でご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
生は７５名。低学年は田澤記念館館長の
田中勉先生、高学年は図書館長に読書感

＊貸し出しや予約の多い人気の本や、新しく届い

忙しくて図書館に行っ

夏の疲れが出やすい９月に
その他に
おすすめの本を紹介します
も、増えていく蔵書を効率よく管理するため、本の移動など開館中にできない作業を

信がなさそうだった子も、なんだか書け

★ 今度読みたい本はお気に入りリストに

そうな気がしてきたよ！とうれしそう。 ４・５・６年生。真剣なまなざし！

ってないけど・・・

＊今ではないけれど、いつか読みたい！という本

インテリアの本を

をお気に入り登録することができます。ご自

検索してみよう。

身で簡単に追加や削除ができるので、気にな
る本はどんどんチェックしてください。

面白そうな本が見つか
った！発見がいっぱ

１・２・３年生。保護者の方も熱心に。

図書館から連絡！

い！予約しておこう。

予 約 の 本 が準 備 でき た

その後、図書館に移動し聞いたのは、
スタッフによるブックトーク（本の紹

みたい。仕事の後に寄ろ

介）。学年で３チームに分かれて行い

う。

ました。興味のある本、読みたい本は
見つかったかな？この日の教室で借
りられた本は 309 冊。この「みんと」

短い時間ですぐ

『からだが元気になる
にんにくレシピ』
永山久夫：監修
池田書店：出
美肌に、疲労回復＆スタミナ
アップに効果大！“にんに
く”を使ったレシピを紹介。

が出る頃にはきっとすてきな感想文

に借りることが
できた！

ブックトーク「こんな本もあるよ！」

が書きあがっていることでしょう！

下記以外にも『真夏の方程式』東野圭吾：著（小説）
、
『理系男子のための恋愛の科学』
（心理）、
『ミュージシャンと猫』
（生物）
、
『みんなで楽しむ堤防フィッシング』
（釣り）
、などいろんなジャンルの本が届いています。

②

『虹の岬の喫茶店』

『脱電生活』

『脱皮コレクション』

森沢明夫：著 幻冬舎：出
妻を亡くしたばかりの夫と幼
い娘、卒業後の進路に迷う大学
生、やむにやまれぬ事情で喫茶
店入った泥棒…。トンネルの先
にある岬の喫茶店には、おばあ
さんととびきりおいしいコー
ヒーがあり、心に傷を負った彼
らの人生を変えていく。

佐光紀子：著
毎日新聞社：出
今年の夏は日本国中で節電対
策に取り組みました。みんなが
少し意識するだけで、こんなに
変わるなら、これからも電気を
使わず楽しく暮らしてみませ
んか？エアコンだけでなく、
日々こつこつとできる節電の
アレコレを紹介。

岡島秀治：著
日本文芸社：出
ヘビやヤモリ、カニ、カマキ
リ、ダンゴムシ…。私たちの
まわりにいる生き物の多くが
実は脱皮をしています。そー
っと、そーっと身体を傷つけ
ないように。かたずをのむよ
うな緊張の瞬間。美しい神秘
の世界。

「みんと」 の みん

は 「みんな」 の みん

③

『 かわいいがいっぱい!
ボールペンイラスト』

『今日から即使える
スマートフォン』

ブティック社：出
ボールペンを使って描く、か
わいいイラスト 466 点を紹
介。人物、生き物、昆虫、文
房具など、いろんなサンプル
があります。ボールペンだか
ら気軽！ちょこっと添える
とかわいいですね。

戸田覚：著
朝日新聞出版：出
何がどう便利かわからない。そ
もそも携帯電話とスマートフ
ォンの違いがわからない。とい
う人にも、いまさら聞けないス
マートフォンのハテナを図解。
最初に使いたいアプリ２０選
も掲載。

ねぇ ねぇ みてみて

みんなの 「みんと」

