鹿島市民図書館だより 「みんと」 1３３号

かしま市民立楽修大学

鹿島市民図書館

貸出中の場合は予約ができます。パスワードの登録をされた方は
図書館の HP や館内の検索機からも予約ができます。（ただし、延滞資料がある場合はできません）
★
★
★
★
★
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DVD はキズがつきやすいのでお子様には操作をさせず、保護者の方で管理、お取り扱いをお願いします。
＜映画・ドラマ＞
タイトル

＜娯楽・趣味など＞

監督・出演・出版社など

タイトル

監督・出版社など

うさぎドロップ

SABU：監督
松山ケンイチ ほか：出演

あやとり 映像だからヨクわかる！

ポニーキャニオン：出版

最後の忠臣蔵

杉田茂道：監督
役所広司 ほか：出演

プールでできる７DAY S
アクア・エクササイズ

クルーズ・コミュニケー
ションズ：出版

英国王のスピーチ

トム・フーパー：監督
コリン・ファース ほか：出演

誰でも踊れる新舞踊レッスンビデオ
第１巻

大河寛十郎：振付・指導
全教出版：出版

野田ともうします。
シーズン２

田中健一：演出
江口のりこ ほか：出演

もうすぐ図書館のクリスマス会♪
うれしい忘れ物
図書館サポーター活動記③
クリスマスにおすすめ★
読書週間報告
新しい DVD が届きました

〒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

「人形劇団いちごじゃむ」が今年も図書館のクリスマス会に登場します。
超SF的社会科見学

＜アニメ＞

工場編

NHKエンタープライズ：出版

今年はどんなお話かな？お楽しみに♪図書館からプレゼントもあります！

１２月２３日（日・祝） １４時～１５時
エイブル１階いきいきルーム（保健センター内）
無料（申し込みの必要はありません）

＜こどもむけ＞

タイトル

監督・出演・出版社など

タイトル

監督・出演・出版社など

ねずみくんのチョッキ１

若林常夫：監督
津村まこと ほか：声

怪談レストラン 劇場版

落合正幸：監督
工藤綾乃ほか：出演

１ねん１くみシリーズ

辻伸一：監督
田中真弓 ほか：声

忍たま乱太郎

三池崇史：監督
加藤清史郎ほか：出演

つるにのって

有原誠治：監督・脚本
三石琴乃 ほか：声

にほんちず

コアラブックス：出版

はらぺこあおむし

アンドリュー・ガフ：監督
さだまさし：声

ハローキティのおやこでいっしょ！
Engli sh

クリスマス会にはサンタさんもやってきますよ！！！
みなさんの参加をお待ちしています。

お知らせ

HIRO：出演

年末年始は１２月２８日（金）～１月３日（木）が休館日です。
１月４日（金）は１３時～１９時の開館となります。
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ぬりつぶし：お休みです

開
館
時
間

１/４（金）は１３時～１９時開館です

火～金

10：00～19：00
土･日･祝

10：00～17：00

♪ 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～)

図書館には毎日千冊くらいの本がもどってきますが、時々、忘れ物がはさまっています。宿題のプリントや
ハガキ、給料明細など、大切な物がはさまっていることもあります。この間、スタッフのひとりがとても嬉し
そうに１枚の小さな紙をもってきました。どうやら保育園の先生が親さんにむけて出された手書きのメッセー
ジのようです。絵本にはさんだまま返されたのでしょう。
「親子で図書館へ行こう！！」と題されたメッセ―ジ
には、その日みんなで図書館見学や貸出体験をしたこと、そこで借りた本を持ち帰るので返しに行ってほしい
ということが書かれていました。その１週間ほど前に「ことじ保育園」の年長さんたちが図書館探検に来てく
れたのですが、その時に借りられた本がそんな形でもどってきたのです。
特に嬉しかったのが「子どもたちが一生けんめい選んだ本です。ぜひご家庭でもいっしょに読んでみてくだ
さい┻」という担任の先生のコメントです。１冊の絵本を囲んでその日のできごとが語られ、親子で読んでも
らえる…なんと嬉しいことでしょう。そして「選ぶ」ことの大切さも伝わってきます。絵本を選んでいた子ど
もたちが、部活を選び、進学先を選び、仕事を選ぶようになる・・・案外あっという間です。もしかしたら大

あっという間にもう師走！年々時が過ぎるのが早く感じる今日この頃です。
みなさんにはどんな一年だったでしょうか？
12 月はイベントが盛りだくさん！図書館でもクリスマス会を開催します。サンタさんから

人になるということは、選ぶ力を身につけるということ、そし
て選んだことに責任をもつということかもしれません。
閉館まぎわにお母さんの手を引いてやってきた園児さんもいました。
「ここではしずかにするんだよ。ここにならぶんだ。」と得意そうに話

嬉しいプレゼントがありますよ。何がもらえるのかな！？

す姿のかわいかったこと！仕事で忙しく、来たことがなかったという

年賀状に悩んでいるあなたには、年賀状特集のコーナーへ！まだ間に合います。

そのお母さんは、カードを作りＤＶＤを借りて行かれました。

図書館は 12 月 27 日（木）まで開館しています。こたつのおともに本はいかがでしょうか。 （ｋ）
④

みんなで そだてる たのしい 「みんと」

みなさんも、時には家族そろって図書館に寄ってみませんか。お待ちしています。 図書館長
①

本 はともだち 鹿島市民図書館

野﨑千代美

鹿島市民図書館だより 「みんと」 １３３号

鹿島市民図書館だより

「みんと」 １３３号
みなさんはどんな読書の秋をすごしましたか？
図書館では読書週間にさまざまなイベントを行いました。

大人から子どもまで、さまざまな方の

４年生と５年生の
図書館サポーター★

「気」になる本の紹介文が葉っぱにな
り大きな木ができました！
みなさんの気持ちがこもった POP も

綿ってこうなるんだ！
初めて見たよ～┥

収穫した綿の花から
種をとりました

館内に掲示中。みなさん足を

S

とめてカラフルな POP に見
入っていました。

昨年に引き続き、図書館サポーターの小学生とツタンカーメン豆の種まきを行いました。
育った豆は絵本のコーナー、たたみの部屋、ＣＤ視聴コーナーから見ることができます。
ぜひ観察してみてください。そして今年は図書館のお客様からいただいた綿の花の収穫も。
初めてみる綿の花にみんな興味津々。さぁ、次は何のお仕事かな？

図書館スタッフ
手作りのパネルシア

「はじめよう！ミュージックベル」
竹内圭子：編著 自由現代社
ミュージックベル初心者でも大丈
夫！親しみやすい文章と、写真で楽
しく学べます。クリスマスを盛り上げ
る音楽にいかがですか？

１２月のイベントといえば「クリスマス」！
１１月末には図書館に大きなクリスマス
ツリーが登場します。また館内には、
リースやカードの作り方、クリスマス絵本、
音楽などをまとめたコーナーも予定しています。

歌に合わせてみんな

ター「金のカンス」

で体ほぐし♪息ぴった

も大好評♪

り、腕の角度ぴったりの

読み聞かせボラン

スタッフの見本！

ティアの方による落語の

練習の成果アリ！

特集コーナーの本は HP の「資料をさがす」
→「おすすめの本」で一覧を見ることができます。

披露。滑舌のよさに図書
館スタッフも舌を巻きまし

「ここほれわんわん」

た！ みなさんから拍手も

でおなじみの「はなさ

巻き起こりました。

かじいさん」。いじわ
「あんたがサンタ？」
佐々木マキ：絵 絵本館
のりものよいをするサンタ、ソリからお
ちるサンタ、よっぱらうサンタ…困った
サンタさんの実例集。あんたがサン
タ？と思わず言いたくなる絵本です。

「ツリーさん」
新井洋行：作・絵 講談社
ツリーさんが「みんなー、くっついて」と
呼びかけるとくつしたやベルがくっつ
いてきてにぎやかになりました。でも
何かが足りないよ。何かな？かわい
い幼児向け絵本です。

るに聞こえるかしら？
声色を変えて熱演！

デイサービス事業所を訪問する「絵本読み語り隊」
も今年で５回目。祐徳稲荷神社にまつわる「萬媛」の大型紙芝
居や鹿島に伝わる民話のパネルシアター、日本の昔話などの他
に、歌を歌いながら体を動かし、楽しい時間を一緒に過ごしま
した。みなさん熱心に聞いてくださり、時間があっと言う間に
過ぎました。またみなさんの笑顔に会いに行きますね！

下記以外にも『北斗』石田衣良：著（小説）、『編集ガール！』五十嵐貴久：著（小説）、『かわいい振袖』fussa：監修（技術）、『ことば点描』外山滋比古：著（言語）、『平成史』小熊英二：編著（歴史）などいろんなジャンルの本が届いています。

『６４（ロクヨン）』

②

『あと少し、もう少し』

横山秀夫：著
文藝春秋：出

瀬尾まいこ：著
新潮社：出

Ｄ県警史上最悪の未解決事件
「ロクヨン」は時効が迫ってい
た。昭和６４年に起きた「翔子
ちゃん誘拐殺人事件」。この事
件を巡り刑事部と刑務部が全
面戦争に突入した。
長編警察小説。

絶対に負けられない中学校最
後の駅伝。応援の声に背中を押
されて力を振り絞った。
寄せ集めのメンバーと頼りな
い先生のもとで駅伝にのぞむ
中学生たちの夏を描いた青春
小説。

「みんと」 の みん は 「みんな」 の みん

『アクレーヌでつくる
マスコットクリーナー』
日本ヴォーグ社：出
水回りやホコリ取りで使えて
しかもかわいい！加工しやす
いアクリル繊維で、誰でも挑戦
できます。ストラップをつけて
携帯の液晶拭きに、子どもの部
屋に飾って遊びながらお掃除
など使い道がたくさんです。

③

『こんなに使える
コンパニオンプランツ』
木嶋利男：著
家の光協会：出
コンパニオンプランツとは何
か？相性のよい組み合わせは？
自然の共生を発想としたこの方
法で害虫を防いだり、病気を防
いだりできます。なぜこの組み
合わせが良いかもわかりやすく
解説。

『体幹力アップ！くびれ
をつくる！1 日 5 分！
「座ってピラティス」
』
澤田美砂子：著
講談社：出
椅子に座って行える「座ってピラ
ティス」
。１日５分で体幹力がアッ
プする基本プログラムや、その他
目的別のプログラムを解説。初心
者にもラクで、腰やひざに負担を
かけず行えます。

ねぇ ねぇ みてみて みんなの 「みんと」

