鹿島市民図書館だより 「みんと」 12５号

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

新着ＣＤ・ＤＶＤの一部をご紹介します！図書館ＨＰ「新着図書→視聴
覚資料」のページでもチェックできます。パスワードを登録すると、
携帯電話・ＨＰ・図書館内の「本の検索機」からも予約ができます。

タイトル
スーパーベスト

演奏者

タイトル

坂本冬美/歌

監督，主な出演者

悪人

FESTA

藤原道山/尺八

くじけないで（朗読ＤＶＤ）

伊豆の踊子（朗読 CD）

篠田三郎/朗読

アニー

アンダー・ザ・ミスルトウ

ジャスティン・
ビーバー/歌

綾小路きみまろ爆笑!エキサ
イトライブビデオ 第 4 集

綾小路きみまろ

主婦たちへの応戦歌

秦万里子/歌

『栗原はるみ』のおすすめ!
わが家の味

栗原はるみ

柴田トヨ，石川みゆき/朗読
ジョン・ヒューストン/監督

アルバート・フィニー ほか

ご住所やお電話番号、勤務先など登録されている情報に変更がないかの確認をさせていただくため、

★平成２４年度第１回えいぶる事業「秦万里子コンサート」★

とき：平成２４年４月２１日（土）18：00 会場

18：30 開演

＜QR コード＞

E メール
kashimal@theia.ocn.ne.jp

李相日/監督，妻夫木聡 ほか

ところ：エイブルホール

2012 年 4 月より２年ごとに図書館カードの更新制を開始します。

チケット好評発売中！詳しくは鹿島市民立楽修大学 HP をご覧ください。
かいふうまんぱん

有効期限の１ヶ月前から手続き可能です。有効期限はご自身の誕生日です。
有効期限が切れると、HP や携帯、館内検索機での予約、貸出確認のログインができなくなります。

「懐風満帆」

鹿島市立小学校中学校 校歌集

鹿島市教育委員会

小学校・中学
校、旧中学校

市内の小学校・中学校と、統合前の旧中学校の校歌を集めた校歌集。伴奏譜と、

が表紙です

現役の児童生徒が歌った校歌を録音した CD つきです。館外貸出・館内試聴もで

★更新対象の方には、有効期限の１ヶ月前からカウンターにてお知らせいたします。

更新手続きの際、必要なものについては次のページをご覧ください。

きます。
（資料についてのお問い合わせは鹿島市役所教育総務課まで。
）

開
館
時
間

火～金

10：00～19：00
土･日･祝

10：00～17：00

ずいぶん遠くからお客様が来られました。東京の日本赤十字社から鹿島市民図書館を見学にみえたのです。日本赤十字社
の創始者佐野常民の出身地は佐賀市で、記念館があるのは私も知っていました。そこへの出張のおりに足を伸ばして視察に
来たいと連絡を受けた時は、いったい何をご覧になりたいのだろうと実は少し不思議でした。
企画広報室所属だというお二人が熱心に写真をとっておられたのは、入り口に配置された数台のベビーカーだったり、閲

あんころもち

覧デスクのわきに用意されたひざかけだったりしました。ＩＣチップのついた本を自動返却機で一括して返却する都会の図
書館からすると、ひとりひとりにあいさつをするカウンターのようすも新鮮だったようです。前もって依頼のあっていた高

きびだんご

齢者や幼児向けイベントのこと以外に一番興味を示されたのが、館内に１０か所以上設けられた展示コーナーでした。
このコーナーは図書館のホームページの「スタッフのおすすめ本」とリンクしています。本を棚に並べる時は料理、法律、

4 月 30 日（振替休日）は 10 時～17 時まで開館、５月１日は休館です。
おはなし会
ぬりつぶし：お休みです

写真集など種類別、５０音順にならべるのが普通ですが、各コーナーは時に合ったテーマを選び、ジャンルをこえて本を飾
っています。たとえば「新生活、はじめます！」のコーナーには、「通園バックを手作り」という手芸本の横に「一人暮ら
しの防犯」などの社会関係の本が並ぶというわけです。これはホームページ上から予約もできます。毎月どんどん入れ換え

『 あおいくま 』

るのは大変ですが、皆さんにもぜひ一度見ていただきたいもののひとつです。今回のお客様もホームページをご覧になった

あおいくま？って何だと思いますか？先日テレビ番組で知った言葉です。
あ せるな
お こるな
い ばるな
く さるな
ま けるな
○
○
○
○
○
日々の暮らしに生かせる、心に残ることばでした。
４月は気持ちも新たに、何かを始めたい！と思う時期。そんな時はぜひ図書館へ！
趣味・娯楽・教養いろんなジャンルの本やＣＤ・ＤＶＤがあります。
お気軽におでかけください！お待ちしております。
（ｋ）
④

みんなで そだてる たのしい 「みんと」

ことが、きっかけのひとつだったようです。
西の端の小さな図書館を推薦して下さった佐野常民記念館さんの期待に
応えられるよう、限られた人手と予算を工夫と熱意でカバーして、より鹿島ら
しい魅力ある図書館をめざし新年度もスタッフ一同がんばっていくつもりです。

図書館長

①

野﨑千代美

鹿島市民図書館だより 「みんと」 １２５号

鹿島市民図書館だより

「みんと」 １２５号

（※１）鹿島市・
嬉野市・白石町・
太良町・武雄市・
江北町・大町町

更新時期については１ページ目をご覧ください
①
②
①
②

図書館カード
現住所を確認できる公的証明
→顔写真入りの住民基本台帳カード・運転免許証・健康保険証・学生証など
③ →②とあわせて学生証・保険証・社員証など通勤・通学を証明できるもの

図書館カード
現住所を確認できる公的証明書
→顔写真入りの住民基本台帳カード・運転免許証・健康保険証など

①
②

図書館カード
現住所を確認できる公的証明書
→顔写真入りの住民基本台帳カード・運転免許証・健康保険証など

ご不明な点がありましたら、HP をご覧いただくか、スタッフまでお尋ねください。
更新時期にかかわらず、登録内容に変更が生じた場合は速やかにお知らせください。

（※１）地区以外にお住まいで鹿島市内に通勤・通学をしていない方は、一度は更新ができます

お手数をおかけしますが、みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。

が、最初の更新時から１年後より図書館カードが使用できなくなります。ご注意ください。

ふるさと鹿島への温かい想いを「ふるさと納税」と

『人と社会のために
はたらく犬たち１』
日本補助犬協会

いう形でご寄付をいただきありがとうございまし
た。図書館では読み聞かせに活用できる本やパネル

監修：著

図書館内、レファレンスカウンター前に展示をしています。

金の星社：出
体に障害のある人のために働く盲導犬・聴導

鹿島の教育の基礎を築いたといわれる鹿島１３代藩主鍋島直彬は、もとからあった藩校「徳譲館」を

シアター、調べ学習に役立つ本など２９冊を購入す

犬・介助犬や人の心をなごませる訪問活動犬

ることができました。

改称、拡充を図り、藩校「弘文館」をおこしました。
「弘文館」は現在の鹿島高等学校の側にあり、時

の活動を紹介。調べ学習に活躍できる１冊。

ｴﾙﾝｽﾄ・ﾔﾝﾄﾞｩﾙ：作

/

新美南吉：作

ﾉﾙﾏﾝ・ﾕﾝｹﾞ：絵

り、現在も多くの子どもたちがここで学んでいます。

/

おもちゃの病院で順番を待っているおもち

昔から読み継がれている新美南吉の

ゃたち。だんだん患者さんが減っていく心

童話集。「花のき村と盗人たち」「百

細さが伝わってきます。大型絵本なので読

姓の足、坊さんの足」
「和太郎さんと

み聞かせにぴったりです。

牛」の３編が収録されています。

下記以外にも『玉村警部補の災難』

『浮雲十四郎斬日記
不知火の剣』
鳥羽亮：著
双葉社：出
大身旗本の家督争いに巻きこ
まれた十四郎。道場に泊まり込
み刺客を待ち構えるが、敵は無
関係の門人を斬殺する。復讐に
燃える十四郎ははたして…。

これら典籍は学校の変遷の記録だけでなく、鹿島の歴史、文化などを

長野ヒデ子ﾞ：絵
小峰書店：出

ほるぷ出版：出

大型絵本

代の変化とともに校名や学制は様々な変遷を遂げていきました。鹿島高等学校はその影響を受けてお

『花のき村と盗人たち』

『ドアがあいて…』

②

今回が初公開となる鹿島高等学校所蔵の典籍を３月２３日（金）まで

物語る非常に貴重な史料です。この機会にぜひご覧ください。
期

間：平成 24 年 2 月 21 日（火）～3 月２３日（金）
（図書館の休館日を除く。展示は１週間ごとに入れ替わります。）

海堂尊：著（小説）、『議会運営ハンドブック』 廣瀬和彦：著（社会）、『ストーマ装具選択ガイドブック』穴澤貞夫ほか：編（自然科学）、『二字書』幕田魁心：著（美術）などいろんなジャンルの本が届いています。

『季語、いただきます』
櫂未知子：著
講談社：出
伝統的できれいな言葉ばかり
が季語ではない。「運動会」や
「風邪薬」など、私たちの暮ら
しには季語があふれています。
この言葉も季語だったのか！
意外な発見から季語を身近に
感じられる一冊です。

「みんと」 の みん は 「みんな」 の みん

『マンガでわかる
聴導犬』
有馬もと：著
明石書店：出
聴覚障がい者の方に「音を教
える」聴導犬。聴導犬の育成
団体の選び方、申請方法、訓
練などの入門的な知識から、
訓練士の資質と養成などをわ
かりやすく解説。

③

『言葉がココロに響く JPOP の名曲あつめました。
』

『監督心』
保坂淑子：著
実業之日本社：出
挨拶もできない、話も聞けな
い…そんな高校球児たちを
心からやる気にさせた監督
たちの知恵と心の内をつづ
る。興南高校や鹿児島実業高
校など、甲子園出場経験のあ
る監督ら１５人を紹介。

シンコーミュージック・
エンタテイメント：出

画像はありません

ピアノ用の楽譜を３４曲掲載。
「上を向いて歩こう」
「負けない
で」などの定番曲や「やさしくな
りたい」
「家族になろうよ」などの
最新曲まで、ココロに響く名曲が
そろっています。

ねぇ ねぇ みてみて みんなの 「みんと」

