
         

 

あっという間に今年最後の月になってしまいました。図書館では今年もいろんなことがありました。 

が、私の中での一番のニュースは長年図書館を支えてきた職員の結婚、そして退職です。 

図書館のため、たくさんの仕事を頑張ってきた姿、忘れません。残された職員は寂しくもあります。しかし、

みんなで力を合わせて一生懸命頑張ります！ 

皆様、2012 年もまた、鹿島市民図書館をどうぞよろしくお願いします！ 

                                             （Y） 
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「鹿島小学校校務日誌」(鹿島小学校蔵) 

 

鹿島小学校校務日誌は明治１７年(1884)から昭和

６３年(1988)までのものが近代における鹿島市の教

育・社会の状況を記した貴重な史料として、 

平成 13 年に鹿島市の文化財に 

指定されました。 

写真は明治 29 年 5 月に大隈 

重信が鹿島小学校に立ち寄った 

ときのものです。夫人、鍋島直 

彬夫妻、衆議院議員の武富時敏 

・江藤新作、そのほか地方の有 

力者を引き連れての来校でした。 

なお、校務日誌は 12 月 2 日 

よりエイブル 2 階床の間コーナ 

ーで開催する「鹿島小学校校務 

日誌展～近代教育のあゆみと地域 

社会～」で展示します。 

 

 
 

ぬりつぶし：お休みです 

  ④                        みんなで そだてる たのしい 「みんと」 

火～金 

10：00～19：00 
土･日･祝 

10：00～17：00 

開
館
時
間 

♪ おはなし会 好評開催中♪ 
あんころもち 

(0歳向け 火曜14時～) 

きびだんご 

(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～) 

 

 

★ 年末年始の休館のお知らせ 

★ 「子どもと楽しむ絵本講座」のお知らせ 

★ 絵本読み語り隊 

★ 図書館のクリスマス会 

★ クリスマスおすすめ本 

★ 絵本読み語り隊報告 

★ 元気の秘訣のぞいてみよう！ 

★ ツタンカーメン豆を蒔きました 

★ 読書週間報告 ★かしま歴史史料探訪 
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 ①            本 はともだち 鹿島市民図書館 

先日、大先輩にお会いしました。 

デイサービス施設の職員さんが、鹿島の図書館に数十年勤めていたという方を連れてこられたのです。現在の福

祉会館 2 階に図書館があった時代のことだそうです。３０数年前、そこで本を選んだり勉強したりしていた女子高

校生が、今、逆の立場でお話している不思議さ。背の高い書架、少しほこりっぽい静かな空気、２階の窓から間近

に見えた木々、かつてあったそれらを覚えている人は年々減っていくだろうけれど、図書館を愛する人々の間にず

っと受け継がれていくこころはきっと変わらない、そう感じました。 

 デイサービスやその他の高齢者施設が市内に増えてきましたが、そこからもたくさん来館されます。図書館とし

ても積極的に関わろうと、数年前から「絵本読み語り隊」として、市内の高齢者施設を訪問しています。今秋は 10

施設を 10 日間で回る予定です。「郷土のお話を」というリクエストに応えて、今年は絵本「萬媛
まんひめ

」を大型紙芝居に

作り変えました。祐徳神社の始まりとなった萬子姫の物語。京都から嫁いでこられた実在の人物で、ご存じの方も

多いと思います。 

この絵本は、4 年前、佐賀大学の学生グループが作りあげたものです。今回、紙芝居に仕立て直すにあたって、

許可を得ようと連絡をしました。すると、指導をされた教授が「そういうことなら、 

ぜひ絵本自体もさしあげて下さい。」と、何冊も持ってきて下さったのです。「ビジ 

ネスプラン・コンテスト」でグランプリに輝いたという、この絵本発刊までの学生 

たちのがんばりを、教授から直接うかがうこともできました。 

 大切に文化を受け継いできた人々と新たに文化を紡ぐ若者とが、どこかでつながっ 

ていく。その手助けに図書館がなれればと思います。    図書館長 野﨑千代美 

 

201２年 １月 

日 月 火 水 木 金 土 

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     

 

2011 年 １２月 

日 月 火 水 木 金 土 

    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 

 

年末年始は１２月２８日（水）～１月４日（水）が休館となります 

年末年始の図書館の休館日は下のとおりです。    …休館日 

日 月 火 水 木 金 土

12/18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1/1 2 3 4 5 6 7

休館中の返却について 

本（CDなどがふろくでついていないもの） 

エイブル正面玄関横の「本のポスト」へ 

CD／CD-ROM／DVDがついている本 

雑誌・CD・ビデオ・大型絵本・紙しばい 

壊れやすいので開館時に 
返却カウンターまでお持ちください 

ご迷惑をおかけいたしますがご協力をお願いいたします 

日 時：平成２３年１２月１１日（日）１４時 ～１６時 

場 所：鹿島市生涯学習センター エイブル ３階研修室 

講 師：二羽
ふ た ば

 史
ふみ

裕
ひろ

 先生 九州龍谷短期大学教授 

定 員：４０名程度（参加費無料） ※申込みが必要です 

申込先：鹿島市民図書館 （☎６３－４３４３） 

 

 

絵本から伝わるあたたかな思いを感じて、子ども

たちとコミュニケーションを深めてみませんか。

読み語りに関心のある方もこれからの活動に活か

せるお話がいっぱいです。子育て中のパパやママ、

おじいちゃん、おばあちゃんも大歓迎です。 

■□■「気」になる本の「木」育てましょう□■□ 

●○●POPで紹介！みんなのオススメ本○●○ 

読書週間に２つのイベントを行いました。 

たくさんのご応募ありがとうございました。 

みなさんの 

「お気に入りの一冊」 

が葉っぱとなり、こんなに大

きな木が育ちました！ 

１１月１７日（水）まで図書館

入口に展示しています。 

クリスマスツリー 
クリスマスツリーが１１月末カウンター前に 

登場予定です。お楽しみに★ 

１１月３０日（水）

まで図書館内の 

ヤングコーナーで展示してい

ます。応募をされたみなさん

の気持ちがつまった POP をぜ

ひご覧ください。 
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 ②             「みんと」  の  みん  は 「みんな」 の  みん 

『好奇心ガール、 

     いま９７歳』 
笹本恒子：著 

小学館：出 

著者は日本初の女性報道写真

家で、一時現場を離れるが 97

歳の今も現役。いくつもの困

難を乗り越え、様々なことに

挑戦し、好奇心いっぱいに生

きる著者の「長生きの秘訣」

がつまったエッセイ。 

下記以外にも『境遇』湊かなえ：著（小説）、『１０年後を後悔しない２０の言葉』辻川泰史：著（哲学）、『はげましてはげまされて』竹浪正造：著（伝記）、『虹』北川悠仁：著（音楽）などいろんなジャンルの本が届いています。 

『少しの毛糸で 

      色あそび』 
了戒 かずこ：著 

実業之日本社：出 

 

少しの毛糸で編めるカラフル

でかわいい小物がたくさん！

色の組み合わせ次第でオリジ

ナルの小物ができあがり♪♪ 

贈り物にも最適。 

『霧の城』 
岩井三四二：著 

実業之日本社：出 

岩村城を攻める武田家の大

将・秋山善右衛門は、死去した

元城主の妻おつやの方に、和議

の条件として夫婦になりたい

と申し出る。戦略上の結婚だっ

たが、やがて二人の間に愛がめ

ばえていき…戦国時代の悲恋

を描いた小説。 

『ヤマの記憶 

山本作兵衛聞き書き』  
西日本新聞社：出 

 

1981 年に西日本新聞に連載

されていた聞き書き「ヤマの

絵」に新たな作品を加え書籍

化。2011 年 5 月に「世界記

憶遺産」に登録された炭鉱の

記録画、日記などが掲載され

ています。 

『水の柩』 
道尾秀介：著 

講談社：出 

自分が“普通”で退屈なことを

嘆く中学 2 年の逸夫と、両親が

離婚し級友からいじめを受け

“普通”を欲する敦子。文化祭

がきっかけで言葉を交わすよ

うになったふたりだが、敦子に

は秘めた決意があり…。 

 ③              ねぇ ねぇ みてみて みんなの 「みんと」 

 

サンタからプレゼント

があるよ★ 

みんなきてね♪ 

人生の先輩たちの元気の秘訣！！！ 

こどもから大人まで大人気の人形劇団「いちごじゃむ」がやってきます。 

今年はどんなお話かな？楽しいクリスマスを図書館ですごしませんか。 

 

■と き：１２月２３日（金・祝日） １４時～１５時 

■ところ：エイブル１階いきいきルーム（保健センター内） 
■内 容：「人形劇団いちごじゃむ」による人形劇 

■参加費：無料（申し込みはいりません） 

■対 象：幼児～小学生とその保護者 

  

 

 

「100 歳!日野原重明のフレディエクササイズ 」 

 日野原重明：監修 飛鳥新社 

10月に 100歳をむかえた先生の不老の秘密！

ミュージカル「葉っぱのフレディ」の劇中歌に

のせて介護予防エクササイズ♪ 

「前向き。93 歳、現役。明晰に暮らす吉沢久子の生活術」 

吉沢 久子：著 マガジンハウス 

吉沢さんが９３歳の今でも現役で仕事をし、明快 

に生き、元気に暮らす秘訣とは？前向きスイッチ 

が ONになる一冊。 

「104 歳になって、わかったこと。」 

        手島静子：著 イースト・プレス 

ハワイの「てしま食堂」の看板娘は 104 歳。彼女

に会うために世界中から人があつまり、笑顔が絶え

ないわけは？「生き方のヒント」がつまっています。 

「百歳」       

柴田トヨ：著 飛鳥新社 

ベストセラー「くじけないで」につづく第二詩集。 

わかりやすい言葉でつづられている詩にはトヨさん 

のやさしさがいっぱいつまっています。 

 
図書館サポーターのみなさんが、ツタン

カーメン豆を蒔いてくれました。 

来年のゴールデンウィーク 

は収穫が楽しみです！ 

新聞に載ったので、福岡や 

佐賀からも種の依頼がありましたよ。 

 

ロールケーキやショート 

ケーキなど基本のお菓子 

の作り方の手順を写真で 

解説。クリスマスケーキ 

を手作りしてみませんか。 

 

 

『イチバン親切な 

やさしいお菓子の教科書』 
川上文代：著  新星出版社：出 

 

猫とねずみが住んでいる人間 

の家は、イブなのにクリスマ 

スの準備ができていません。 

心配した猫とねずみたちは、 

ケーキを焼いたり、モミの木 

を飾りつけたりと大忙し。 

心温まる絵本です。 

 

『クリスマスのちいさなおくりもの』 
アリスン・アトリー：作 福音館書店：出 

           

もみの木をかざりつ 

          けて、くつしたを準 

備して…菌のオリゼ 

―がクリスマスの楽 

しみかたを教えるよ。 

みんなでクリスマス 

を楽しもう♪ 

『クリスマス』 

いしかわ まさゆき：作・絵 講談社：出 

 

子どもと一緒に楽しく  

作れる料理と、イベントア

イディアが満載。クリスマ

スだけでなく、誕生日や行

事など一年中使えます。 

『子どもが喜ぶ! 

ハッピー・イベントクッキング』 

葛恵子：著  講談社：出 

 

みんなでもりあがれる 

はやりのゲームが盛り 

だくさん。ひっかけや 

手品、クイズなど、楽 

しい時間をみんなで過 

ごそう！ 

 

 

『大人気!ゆるゲー150 連発★』 』 
実業之日本社：出 

          

まつぼっくりを飾り 

         つけてクリスマスツ 

         リーに。身近なもの 

         がクリスマスをもっ

と楽しくするおもち

ゃに大変身！ 

『ふゆのあそび』 

竹井史郎：作 笹沼香：絵 

小学館：出 

紹介した本以外にもリースやクリスマスカードの作り方の本などもあります★ 

 

今年で 4回目になる 

「絵本読み語り隊」はデイサービス 

事業所を訪問して、大型紙芝居・パネル

シアターなどで利用者の方々と楽しい時

間を過ごしました。たくさんの笑顔をあ

りがとうございました。 

『萬媛
まんひめ

』の 

紙芝居は、 

祐徳院につ 

いてのお話で「そぎゃんやったとねぇ」

とうなずきながら感慨深げに観て 

 くださいました。 

大きくなあれ！ 

種まきの後にはワラをかぶせて！ 


