
 

 

201３年 5 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  

 

閲覧席の窓から見る菜の花は鮮やかなレモン色に咲き誇って、今ちょうど見頃です。そういえば１年前の

今頃･･･と、ある図書館スタッフの涙を思い出します。「私にまであいさつに来て下さるなんて･･･」と涙ぐ

んだ彼女は学校連携を担当しています。３年の任期を終え退職される学校司書さん２人が、わざわざ図書館

に足を運んで下さったのは確かこの時期でした。 

 市内の小中学校には各校ひとりずつ図書室を担当する学校司書さんがおいでです。互いの連絡や研修のた

めに時々集まって話し合いの場をもたれていますが、その部会に図書館の担当スタッフも参加し、連携を図

っています。「働く犬についての本を３０冊ほど」とか「詩を書くヒントになりそうな本を２０冊」などと

いう団体貸出依頼が学校からＦＡＸで届くと、担当ははりきって選書にかかります。そんな風に図書館の本

を授業で活用していただくのは本当に嬉しいことです。他にも小中学校や遠隔地の保育園など１６施設に、

「みにみに図書館」として３０～２００冊の本を毎月お届けしています。また、昨年は学校司書さんを対象

に、本の補修の仕方について研修会を開きました。図書館の各種企画の際には児童へのチラシ配布など協力

をいただいています。こうした活動を共にやったこともあり、図書館へ別れのあいさつに来て下さったので

しょう。本当にありがたいことです。  

今、また同じ季節が巡ってきました。様々な別れと出会いのシーズンです。窓の外の菜の花

を２年前に初めて植えてくれたのは、インターンシップの高校生でした。こぼれ種が無数に芽

吹いて今図書館の周りを彩ってくれています。彼らももう卒業、新たなシーンへ旅立っていっ

たことでしょう。そして、図書館にも４月から新しいスタッフが３人やってきます。変化は新

たなエネルギーを生むと信じて新年度もスタッフ一同がんばります。 
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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 

9：30～19：00 
土･日･祝 

9：30～17：00 

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～) 

 

 

 

★ こどもの読書週間イベントのお知らせ 

★ 菜の花の季節に 

★ 24 年度 貸出＆予約ランキング 

★ デジタル化した貴重資料が増えました 

★ 授乳室ができました 

★ 閲覧専用席と 2Ｆ学習室のお知らせ 

★ 新着本 

★   図書館サポーター修了式 

 

 ①            本 はともだち 鹿島市民図書館 

  発行 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 

                 

図書館長 野﨑千代美 

201３年 4 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     

 

① 一日図書館職員体験 カウンターで貸出･返却など、図書館のお仕事にチャレンジ！ 

とき：５月 12 日（日） 

    小学校１～3 年生：午前 、小学校 4～6 年生：午後 人数：１２名    
 

② 図書館探検隊  普段お客様が入ることのできない図書館の裏側がのぞけます！ 

とき：５月３日（金）もしくは４日（土） 
 

★応募方法：チラシに付いている応募券を、小学校図書室や鹿島市民図書館にある応募箱に入れてください。 

★応募期間：４月１０日（水）～４月２１日（日）（※月曜日は図書館はお休みです） 

 

③ 図書館ビンゴ いろんな本を借りてビンゴカードを制覇しよう！プレゼントもあるよ★ 

 とき：５月１日（水）～５月６日（月） 申込みはいりません。 

図書館のお手伝いをしてくれた図書館サポー

ターの 13人が任期を終え、修了式を迎えました。

いろんなイベント等で活躍してもらいました。

これからも図書館を愛し、たくさん利用し、そ

してお友達へ伝えてくださいね★ さて、あら

たな図書館サポーターを４月 10日（水）から募

集します！（小学４年生限定） 

募集チラシは各小学校で配布されます。 

イベントの 
プレゼントを作成中♪ 

図書館の庭にツタンカー 
メン豆の種植え付け！ 

クリスマス会ではみんなの前で 
手遊びのお手本を披露しました★ 

今までありがとうございました 

図書館が指定管理になって４年が経ちました。勤めているなかでたくさんの方を見送っていきましたが、とう

とう自分が見送られる番となりました。図書館のみなさんと出会い、働くことができてとても幸せでした。そし

て、図書館を利用してくださる方をはじめ、楽修大学の方、県内の図書館の方、様々な方との出会いもとても刺

激になりました。未熟だった私を育て、そして支えてくださって本当にありがとうございました。４月からは新

しいスタッフが加わります。これからもどうぞ鹿島市民図書館をよろしくお願いいたします。    ＜M＞ 

 館長さんから修了証を 

もらいました。担当スタッ 

フは別れが寂しくて涙･･･。 

みんなまた、たくさん 

図書館に来てね！ 
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 ②             「みんと」  の  みん  は 「みんな」 の  みん 

『いきのびる魔法 

いじめられている君へ』 
西原理恵子：著 

小学館：出 

朝日新聞に掲載されて評判と

なった「いじめられている君

へ」への寄稿文を絵本化。癒

されながら命の大切さを感じ

る不思議な本です。この本が

子ども達の救いになることを

願います。 

下記以外にも『執着』堂場瞬一：著（小説）、『医者に殺されない 47の心得』近藤誠：著（医学）、『死なない！死なせない大震災から家族を守る！』三井康壽：著（社会）、などいろんなジャンルの本が届いています。 

『幸福トラベラー』 
山本幸久：著 

ポプラ社：出 

 

新聞部部長だけど、ダメでさえ

ない“ぼく”が上野で出会っ

た、謎めいた少女。修学旅行で

東京に来たという彼女には、何

か隠している目的があるよう

で…。 

『九州沖縄道の駅徹底 

パーフェクトガイド』 
ほり編集事務所：著 

メイツ出版：出 

春の日差しを感じながら、ゆっ

たりと道の駅をまわりたい！

おいしいもの、珍しいもの、い

い景色が満載で、心もお腹も満

たされそうです。 

『ＤＶＤつき心と体を癒

す手のひらマッサージ』   
池田明子：著 

主婦の友社：出 

春はいろいろ忙しくて疲れ

も出ます･･･どこででもでき

るマッサージ法が紹介され

ています。貸出できるＤＶＤ

付き。人にやってあげても喜

ばれるでしょう♪ 

『ローカル線で 

行こう！』 
真保裕一：著 

講談社：出 

県下最大のお荷物といわれる

赤字ローカル線、もりはら鉄道

は、廃線の瀬戸際に立たされて

いた。再生を図るため、31 歳

独身の篠宮亜佐美が社長に選

ばれる。感動と元気をもらうこ

とのできる 1 冊です！ 

平成 24 年 4 月～25 年 3 月の間で貸出回数と予約回数の多かった本のランキングです。

ミステリー本の圧倒的な人気に驚きです！ 

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

 

佐賀大学附属図書館のはからいにより、小城鍋島家文庫から鹿島鍋島家に関する部分

をデジタル化、さらに３月１日からデジタル化資料の館内閲覧ができるようになりました！

鹿島鍋島家の方に記録がほとんど残されていなかった史料も含まれており、更なる郷土

史の解明に期待ができます。 

『１Q８４ BOOK1』        

『ナミヤ雑貨店の奇跡』      

『謎解きはディナーのあとで』     

『ガリレオの苦悩』           

『真夏の方程式』   

村上春樹：著 新潮社  

東野圭吾：著 角川書店  

東川篤哉：著 小学館   

東野圭吾：著 文芸春秋   

東野圭吾：著 文芸春秋 

貸出 

回数 

『舟を編む』        

『聞く力』      

『虚像の道化師』     

『ナミヤ雑貨店の奇跡』           

『白ゆき姫殺人事件』   

三浦しをん：著  こうぶんしゃ  

阿川佐和子：著  文藝春秋  

東野圭吾：著   文芸春秋   

東野圭吾：著   角川書店 

湊かなえ：著    集英社 

25回 

24回 

22回 

22回 

20回 

 

48回 

45回 

42回 

39回 

38回 

予約 

回数 

かねてより要望の高かった授乳室をおはな

しの部屋に設置しました！これからは、遠慮

なく図書館職員に「授乳室使います」と声を

かけてください。椅子等をご用意させていた

だきます。赤ちゃんのご来館、心よりお待ち

しています。❤ 
先人達が残してくれた貴重史料を守るため、以下のことにご協力ください。 

★貴重資料の閲覧する場合は事前に電話、メール等でご申請またはご予約ください。

（当日の申請では対応できない場合があります。） 

★貴重資料の撮影・掲載・放映を行う場合には、別途、事前の申請が必要となります。 

★デジタル化した貴重資料については、原則として原本の閲覧をお断りしています。 

★デジタル化した貴重資料は申請書を出していただくと、館内の専用パソコンにおい

て閲覧することができます。なお、1 回の利用は 1 時間以内でお願いします。ただし、

他に閲覧希望の方がいない場合は時間を延長することができます。 

 >> >> >>詳しくはお気軽にスタッフにお尋ねください。 

「図書館でゆっくり本を読みたいけど、席がない」こんな声に応えるべく、地域コーナーなどに閲覧専用

席を設けました。閲覧専用席には右のような表示を置いています。そこは図書館資料を読む方専用の席で

す。持ち込みの勉強をする方はエイブル 2Ｆに学習室があります！なんと平日は９時から２２時ま

で学習に専念できる部屋となっています（土日祝は９時～１７時まで）。 

より多くの方が気持ちよく図書館を利用していただけるよう、これからも工夫を重ねていきます。 

 

 

 

 

 

ミステリー本が大人気の鹿島。カウンターで「今人気のある本は読んだけど、他の

作者でおすすめミステリーは？」と聞かれることも･･･。さあ、鹿島市民図書館スタ

ッフおすすめをご紹介！ 

図書館入口からまっすぐ進んで全てのカウンターを通り過ぎると左手に地域コーナーが

あります。鹿島のことや佐賀のことを書いた本がたくさんあり、ここの本を手にすると、

興味深くて一日中読みふけりたくなります。 

『鹿島の人物誌』 

鹿島市史執筆委員会 
 

鹿島市に大きくかか

わった人を紹介した

鹿島の人物辞典。 

 

『鹿島市災害誌』 

鹿島市立図書館 
  

鹿島は古くから様々な災害を経

験してきました。江戸時代から

昭和までの鹿島の災害記録。今

の町並みに至ったのかも知るこ

とができます。 

 

ヤングコーナーからご紹介。乙一：著『夏と花

火と私の死体』は若者だけに読ませるのはもっ

たない！まず、死体が主人公という設定に驚き

ますが、最後の数ページで、もう思わず「あー

っ！」と叫んでしまう程の衝撃を受けます。 

もしや、映画『悪人』原作者というイ

メージしかないのでは？第 15 回山

本周五郎賞を受賞した『パレード』が

おすすめ。得も言われぬ恐怖が残る作    

 品です。ほんと、奥深い作者さん。 

赤川次郎など、とにかく読みやすいミステリー

が好きな方におすすめ。疲れている時に本格ミ

ステリーを読むとさらに疲れますが、柴田よし

きはどんなときでもさらりと楽しんで読めま

すよ。 

どの作品もおすすめですが『図書館の

海』はいかがでしょう？ホラーまじり

のミステリー短編集です。他の恩田作

品につながる話も多く、読後は恩田作

品を読みあさることになるかも・・・。 

上のお子様と一緒に入

ることもできます♪ 

鹿島市民図書館は児童コーナーのお隣に料理や家、育児の本を配

置していて、親が子どもの様子を見ながら自分の読みたい本も探せ

るように工夫しています。❤ 

『ちいさなあなた 

とのやくそく』 

ＴＯブックス：出 

いろんな動物
のおしりがなん
ともかわいい
絵本。読んであ
げている方も
楽しくなってし
まいます。赤ち
ゃんのおしりを
ツンツンしなが
ら読んでみてく
ださい。 

きれいな絵と心のこ

もった言葉の数々。 

この本を読むと、子

育て中の不安や悩

みは消え、わが子へ

の愛情で心がいっ

ぱいになることと思

います。 『おしり』 

講談社：出 

❤＜パパ・ママへおすすめの本～児童担当より❤＞ 


