
 

最近めっきり寒くなってまいりましたがみなさま、いかがお過ごしでしょうか？ 

クリスマスまでもうすこし！ 

サンタさんもいまごろ準備に大忙しのことかと思います。 

図書館では人形劇団『いちごじゃむ』をお招きしてのイベント、そしてレファレンスカウンター前には大きなツリー、

またクリスマスの絵本のコーナーなども用意しています！ 

お子さんといっしょに是非ご来館ください。 

さて、年の瀬も迫って参りましたがみなさま風邪などひかれませんよう。 

それでは良いお年を～       < K > 
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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 

あんころもち 

きびだんご 

おはなし会 

 

 
 かしま市民立楽修大学

鹿島市民図書館  
〒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 

＜QRコード＞ 

Eメール 

kashimal@theia.ocn.ne.jp 

 ①             

 

  

みなさまに愛される図書館を目指して、職員一同、今年も笑顔で頑張ります！！！ 

みなさまのご来館をお待ちしております。 

昨年たいへん好評をいただきました久納圭子先生

の「読み語り教室」です。おはなし会ですぐに実践

できる冬から春のおはなしを先生によるブックト

ーク実演で絵本への思いを学んでみませんか！ 

お話会で活動されている方はもちろん 

絵本に興味をお持ちの方ならどなたでも 

大歓迎です。 

＊と き：１月２９日（日）１４時～  

＊講 師：久納圭子先生（えほんを楽しむ会主宰）  

＊ところ：エイブル２階 音楽スタジオ   

＊定 員：２０名程度 

＊問合せ：鹿島市民図書館 ℡63-4343 

 

＜鹿島市民図書館 HPトップページ＞ 

図書館のＨＰから「図書館だより みんと」 

「イエローラベル通信」（中高生向け図書館だより） 

がご覧いただけるようになりました♪ 

なんと┿ カラーで掲載★ 

また、HPの「資料を探す・予約する」のページに 

         と 

が掲載されています。 

それぞれ定期的に更新します。 

新しくなった HPをぜひご覧ください！！！ 

貸出ベスト 予約ベスト 

こちらをクリック★ 

ほんとうに今年は何という 1 年だったのだろうと思います。新聞を読んで泣くなんて、かつてないことでし

た。震災直後の様々な現実や、それを伝えようとする記事の気迫に、思わず目頭が熱くなる・・・そんな中に

忘れられない新聞広告があります。4月のクロネコヤマトの広告です。「宅急便ひとつに希望をひとつ入れて」

と題した広告の主な内容は「宅急便ひとつにつき 10 円を支援金に」というものでしたが、その中の「こまや

かな日常」という言葉に私は泣けました。荷物を届ける通い慣れた道が、人々の暮らしをつなぐ仕事が、働く

仲間が、失われてしまった。でも、それらの「こまやかな日常」をつなぐため、また、走る。そんな内容だっ

たと思います。 

「こまやかな日常」こそ美しいのだと感じさせる写真集が図書館にあります。面浮立の躍動する手足、あぜ

道の彼岸花、水遊びする子供たち・・・そういった郷土鹿島の日常が「肥前鹿島便り」には集められています。

市内にお住いの真貝さんご夫婦が作られた本です。この本を先月お知らせした高齢者施設への「読み語り隊」

訪問のおりにお見せしたところ、大変喜んでいただけました。「なつかしか～」「○○さんがたの近くよ～」な

どと。それを真貝さんにお伝えしたところ、図書館のみならず高齢者施設にも 

寄贈していただくことになりました。ありがたいことです。 

「こまやかな日常」こそかけがえがなくて、そして、それを支えているのは 

それぞれの持ち場で懸命に働く人びとなのだと、あらためて気づかされた年で 

もありました。来年こそ、いい年でありますよう。皆さま、どうかよいお年を。 

                                図書館長 野﨑千代美 

心がほんわかあたたかくなる＜おはなし＞と＜かるた大会＞を楽しんで寒い冬を吹き飛ばそう！ 

小学生までならどなたでも参加できます！みんな集まれ～！ 
 

と き：２月４日（土）１４時～ 

ところ：エイブル２階 和室 

対 象：幼児～小学生（申込みはいりません） 

参加費：無料 

かるた大会もあるよ★ 

１２月２８（水）日～１月４日（水）は休館です 
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『柳原白蓮』 
井上洋子：著 

西日本新聞社：出 

 

女性の自立を大正の世に問う

た美貌の歌人柳原白蓮。 

２７歳のとき、２５歳年上の

炭鉱王と再婚し飯塚で１０年

間過ごす。「筑紫の女王」が遺

した珠玉の和歌と、波乱に満

ちた生涯をひもとく。 

下記以外にも『ヒア・カムズ・ザ・サン』 有川浩：著（小説）、『シューメーカーの足音』 本城雅人：著（小説）、『フラガール 3.11』 清水一利：著（産業）、『鷹匠は女子高生!』 佐和みずえ：著（芸術）などいろんなジャンルの本が届いています。 

『和食の教科書ビギナーズ』 
岩崎啓子：著 

新星出版社：出 

 

肉じゃがや炊き込みごはんなど 

人気の和食メニューが満載。毎 

日のおかずから季節のごちそう 

までいろいろなシーンで使えま

す！手順写真が豊富で説明もわ 

かりやすく「和食の基本」も掲 

載されているので“超”初心者 

にもおすすめです。 

『謎解きはディナー 

のあとで ２』 
東川篤哉：著 

小学館：出 

 

令嬢刑事玲子と毒舌執事影山

の名コンビが様々な事件を鮮

やかに解決する！ラストには

とんでもない展開が待ってい

る！？人気シリーズ第２弾。 

『スノーボード 

はじめて BOOK』  
スノーボーダー編集部：編 

実業之日本社：出 

 

道具選びから基本の動作、基

本トリックなどをわかりや

すく解説。スノーボードを始

める方、もっとうまくなりた

い方へ。ゲレンデでかっこよ

くきめてみませんか★ 

『コーヒーもう一杯』 
平安寿子：著 

新潮社：出 

 

恋人にふられ、会社では大失

敗。人生のピンチに陥った未紀

は会社を辞め、勢いでカフェを

開業する。経験もスキルもお金

もない。講習を受け、物件を探

して、メニューを作って、なん

とかオープンするが…。 

 ③              ねぇ ねぇ みてみて みんなの 「みんと」  ②             「みんと」  の  みん  は 「みんな」 の  みん 

 
私たちの鹿島には、まだまだ多くの自然と人の温もり

が溢れています。その鹿島の風景を収めた写真集が図

書館にはあります。写真を撮った方は地元の方で、一

枚一枚に鹿島を想う気持ちがこもっています。 

 

高齢者施設を訪問しての「絵本読み語り隊」では高齢

者のみなさんにたいへん好評で写真の中の鹿島に見入

っておられました。今回、『肥前鹿島便りⅢ』を真貝達

郎様よりご寄贈いただきました。 

新たな一歩をふみだすみなさんへ。 寒～い冬到来！！外でも家でもたのしいお正月をすごしませんか。 

「“らいねん”は、うちにちゃんと

くるのかな？」新しい年を迎え

る準備と新年を迎えるくまの親

子のお話。 

「くまのこのとしこし」 

高橋和枝：作 講談社  

昨年、Twitterでつぶやいたところ田中前館長は「ミカムキスト」に認定されました！ 

 

2012 年は辰年。個性あふれる

辰年の年賀状が収録されてい

ます。年賀状の参考にどうぞ。 

「絵手紙の年賀状」 

絵手紙いずみの会：編 

日貿出版社  

テレビや雑誌で今話題の「塩麹」

の作り方やレシピ 55 種類を掲

載。お正月で疲れた体と胃腸に

おすすめです。 

「塩麴
しおこうじ

のおいしいレシピ」 

川上文代：著 東京書店  

 

昨年、図書館でもちょっとしたブームにな

った楽しくっておいしい「みかん工作」の本

の第２弾が入りました！ 

（左）「あたらしいみかんのむきかた」 

（右）「あたらしいみかんのむきかた ２」 

岡田好弘：作 小学館 

値段も手ごろで気軽に食べら

れる B 級グルメ。グルメな旅♪

楽しんでみませんか。 

「県別対抗!B級ご当地グルメ

九州・沖縄」 

昭文社  

（写真左から）肥前鹿島便り・肥前鹿島便りⅡ・肥前鹿島便りⅢ 

鹿島の写真集は郷土資料コーナーにあります。『肥前鹿島便り』以外にも 

『未来へ残したい肥前鹿島』 

★能古見百景（part1・2） ★鹿島ガタリンピック ★ふるさとの原風景 

                 などがあります。ぜひご覧ください。 

～鹿島小学校校務日誌関連展示のご案内～ 

エイブル２階床の間コーナーでは１月２９日まで「鹿島小学校校務日誌展」を開催しています。 

それに関連して図書館内郷土資料コーナー前にて、近代小学校に関する書籍や 

尋常小學「國語讀本」「修身書」「唱歌」などを展示しています。 

 

◆１月７日（土）・８日（日）には３階研修室で社会科の授業で 

使われていた貴重な資料を展示予定です。どうぞお越しください。 

図書館内郷土資料コーナー前展示 

「男前のお作法」 

尾塚理恵子:著 / 実業之日本社  

 

食事や贈り物には「マナー」 

があります。社会人として心

得ておきたい基本的なマナー

をわかりやす 

く解説。ほん 

のちょっとの 

気配りやしぐ 

さであなたも 

たちまち男前 

になれる！ 

 

「振袖日和 2013」 新潮社 

 

振袖の着付けや立ち振る舞いなど成人 

式に役立つ情報が満載！ 

「大人の流儀」   伊集院静：著 / 講談社 

 

人はそれぞれ事情を抱えている。それは当人以
外の人には想像がつかないもの…つらいとき悲
しいとき大人ならどう考え、どう振る舞うのだ
ろう？ 

「おおきな木」 

シェル・シルヴァスタイン：作 

村上春樹：訳 / あすなろ書房 

 

おおきな木は一人の少年が大好

きでした。少年はやがて成長して

大人になり変わっていきます。そ

れでも木はかわらず少年に 

愛情をそそいでいきます。 

自分のすべてをあたえた木 

に残ったものは…。 

世界中で翻訳され今なお読 

み継がれる絵本。 

「本屋さんがくれた奇跡 」 

清水克衛：監修 読書普及協会：編著 

イースト・プレス 

 

本には人生をかえるほどのすご

い力がある。人間にももともと

すごい力がある。 

その「力」を気づかせ 

てくれる「人生で最高 

の本」にみなさんも出 

会えますように。 

９人の人生をかえた 

９冊の本の物語を紹介。 


