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鹿島市民図書館だより

★地域資料の紹介★ご寄贈をいただきました

「みんと」

１４9号

★平成２５年度の子ども図書館サポーターの活動が終了しました★

市内在住の郷土史家 峰松正輝さんより、新しく出版された御著書３
点を寄贈いただきました。ありがとうございました。

５月

７月

サポーター任命式

２月

天の川お星さまおはなし会

冬の特大おはなし会
マジックの
アシスタントも！

『鹿島藩三代藩主 鍋島直朝の生涯』平成26年1月
3代藩主直朝について書かれた古文書や書籍の紹介とともに、鹿島
市内に残る直朝公が築いた堤・水道・干拓地・由緒の深い石造物な
ども取り上げられています。市内だけではなく、直朝公にゆかりの
ある土地である島原半島・東京・千葉についても紹介。
『肥前路の幕府巡見使』平成26年3月
江戸時代、幕府から各地の監察のために派遣された役人を巡見使
（諸国巡見使）といいました。この本では宝暦11年(1761)・寛政
元年（1789）・天保9年（1838）に鹿島藩にやってきた巡見使に
応対した村役人の記録を読みやすい読み下し文に。当時の村々の様
子・生業・景観など、興味深い内容です。

７月

カウンター初体験！！

『肥前国藤津郡 濱宿界隈の歴史』改訂増補版 平成2５年11月
平成19年出版の改訂増補版です。かつて「浜千軒」と称され賑わっ
た浜町の歴史や文化について、様々な資料をもとに紹介されていま
す。
★このほかに『鹿島史料集』上下巻、続巻を出版され、当館にも寄贈をいただい
ています。ぜひ多くのみなさんに読んでいただけますように・・・★

★コーナー紹介★「心の健康に関する図書コーナー」に新刊が入りました

←2014年3月 サポーター修了式
最初は緊張して他の学校の子と話せなかったのに、いつの間にかとっても仲良しに。イベントのお手伝いもテキパキ
と大きな声でできるようになりました。わたしたち職員は微笑ましくなったり、感心したり・・・。1年間お疲れ様でした！

明るい窓のそばにある「心の健康に関するコーナー」には、本や絵本が並んでいます。
ぽかぽか春の陽気を感じながらゆっくり読んでみませんか。

★新刊が届きました★
『心晴日和（こはるびより）』
『もしあなたが、いま、仕事に追われて
少しだけ解放されたいと思うなら。』
『夢が人生をつくる』
『ぶれない』
『うつ病にならない鉄則』
『うつ病のベストアンサー』
『哲学の先生と人生の話をしよう』
『人生はワンチャンス』
『あな吉さんの自分deカウンセリングBOOK』
『こうすれば友だちと仲良くできる』
『いじめをやめてと言うべき時です』

図書館ってどんなところ？サポーターになって、図書館のことや
本のこと、もっともっと知ってみませんか。そして利用者のみな
さんに喜んでもらえるような図書館のお仕事やイベントのお手伝
いをしてみませんか。
応募の時期：４月中旬 ※詳細は図書館までお問い合わせください
対 象

活動の期間：平成２６年５月から２年間

↑本の背に貼っているこのラベルが目印です。

そのほか、楊逸『あなたへの歌』、赤瀬川原平『ぷくぷくお肉

『約束の海』
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『星野佳路と考えるファミリービジネスマネ
ジメント 継ぐべきか、継がざるべきか』

『水俣物語 』
出久根 達郎：著
実業之日本社：出
雑誌はありとあらゆるこ
とを教えてくれる雑学の
泉！「キング」「平凡」
など、明治から昭和のお
もしろ記事を掘り起こし
た1冊です。

出版

≪絵本の読み聞かせや本の修繕のお手伝いをしていただく大人の方の図書館サポーターも随時募集中です≫

おいしい文藝』（エッセイ）、『カラダ・プロファイリング』（民間療法）『カフェみたいな暮らしを楽しむ本』（インテリア）など、色々なジャンルの本が入りました。

『雑誌倶楽部』
山崎 豊子：著
新潮社：出
海上自衛隊の潜水艦と釣
り船が衝突し、過酷な試
練に見舞われた士官。そ
して昭和16年の真珠湾
攻撃に参加した士官の父。
時代に翻弄される父と息
子の100年の物語。

：市内の小学校４年生（５人ほど）

中沢 康彦：著，日経トップ
リーダー編 ，日経BP社：出
長野の温泉旅館から全国
でのリゾート経営を成功
させた星野リゾート社長
が、他の同族経営者とと
もにマネジメントについ
て、語り合います。

写真集

尾崎 たまき：著
新日本出版社:出
水俣病発生から何十年。水銀汚染の中を
生きぬいた海の生物と水俣の人々の姿を
映した写真集。著者は水中写真家です。

『死ぬ前に言っとこ』

伝記

ビジネス

ねえ

ねえ

みてみて

みんなの

淡路 恵子：著
廣済堂出版：出
強く美しく80年の人生
を駆け抜けた女優の淡
路恵子さん。波乱続き
だったプライベートや
芸能界のことなど、亡
くなる直前まで用意し
ていた原稿をもとに作
られた本です。

「みんと」
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★紹介します！貸出カウンターの顔！★
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鹿島市のマスコット、かし丸くん

かしま市民立楽修大学

鹿島市民図書館

子どもの読書週間のお知らせ
「くらしに役立つ図書館 」
地域資料の寄贈をいただきました
心の健康コーナーの新刊
子ども図書館サポーター募集
新着本の紹介
紹介します！貸出カウンターの顔！
４・５月の開館カレンダー
図書館日記

佐賀県鹿島市大字納富分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

が図書館の貸出カウンターにやっ
てきて2か月。
ママの腕の中から、じぃ～っと見
「かし丸くんだ～！」と駆け寄っ

第５６回 子どもの読書週間

てくる子どもたち。
しげしげ見つめる市外からのお客
さん。
かし丸くん、大～人気です★

まる～いフカフカの頭をナデナ
デしてみてください。心がほん
わかします。

－４月２３日～５月１２日―

～～こちらは事前申し込みナシ！！～～

図書館ビンゴ
競争が激しい「ゆるキャラ」業界。新旧のキャラクターを読み比べると時間の経つのも忘れます…

図書館をたんけんしてみよ

図書館のお仕事にチャレンジ！

う！ふだんは入れないとこ

対象：小学生

ろにも入れるよ！

１～3年生 ：9時～11時半

対象：小学生

4～6年生：13時半～16時

定員：３０名ほど

定員：１２名

201

応募期間 ４月１０日（木）～２０日（日）

期間：５月１日（木）～６日（火）
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★
対象：３才～小学生

2004年『ゆるキャラ大図鑑』…「ゆるキャラ」名づけ親、みうらじゅんセレクト。
2009年『日本全国ご当地キャラクター図鑑』…すごい。とにかくすごい。こんなにいるんです。
〃
『きぐるみのほん。』…くまモン以前の熊本ではゆるさ０％「もりのくまさん」が活躍中。
2013年『くまモンの秘密 地方公務員集団が起こしたサプライズ』…西のくまモンが天下取り！？
〃
『ふなっしーの本なっしー!!』…いえいえ、東にふなっしーアリ。強敵★★★

５/１１（日）
一日図書館職員体験

５/３(土）又は４（日）
図書館探検隊
ｚｚ

いつもいっしょ、
本といっしょ。

小さな小さなどんぐりトトロさん。
かし丸くんの隣にいます。子どもの
目線と同じ高さなので、「あっ、ト
トロだ～～」と可愛い声が上がり
ます。こちらは利用者さんの手作
りです。季節ごとにイメチェンして
おります。

ｚｚ

ｚｚ
♪子どもの読書週間のイベントがあります♪

つめる赤ちゃん。

※月曜日は図書館はお休みです
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。

「くらしに役立つ図書館」
本や雑誌を借りる以外にも図書館の活用法があるのをご存じでしょうか？

ぬりつぶし：お休みです
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れているコーナーがありますが、その横には「確定申告書Ａ」の現物が持ち帰っ

9:30～19:00

5月
金
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今、貸出カウンター前には「マネして書くだけ確定申告」などという本が飾ら
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・祝日の４/29（昭和の日）は開館します。
・5/3（憲法記念日）・5/5（子どもの日）・5/6（振替休日）は開館します。

ていただけるよう準備してあります。「医療費控除のすべてがわかる本」の隣に

土･日・祝日は17:00まで

は、病院のレシートを入れる「医療費明細書」用の封筒も。「生命保険を見直
す」本や「節税の鬼になる」なんて個性的な題名の関連本といっしょに飾ってあ

♪おはなし会 好評開催中♪

ります。確定申告は時期的に終わりに近いので、用意していた申告書が順調に

あんころもち（0歳）

減って残り数枚になってきました。「おっ、利用していただいてる！」と、その

火曜 14時～

減り具合に密かな喜びを感じています。

きびだんご（0～3歳）

そういう密かな喜びを感じられるところがもう１ケ所、「ハローワーク鹿島求人情報」のパンフレッ

第1・3水曜14時半～

トです。こちらは「働く気持ち応援コーナー」の中に通年置いています。毎週金曜日にハローワークか

おはなし会（3歳以上）

ら持ってきていただき、入れ換えていますが、週によっては全部もらわれていくこともあります。履歴

土曜14時～

書の書き方や面接のコツなどの本といっしょにコーナーを作っていますので、ついでに関連本を借りて
いかれる方もおいでです。それ以外にも、「鹿島ランチマップ」などパンフレット類はたくさん用意し
ています。また、現在開催中の鹿島市議会の議事録も過去をたどってご覧になれます。

図書館の中にある光の庭をご存知ですか？

｢○○について調べたい｣というご相談を受けるのは、レファレンスコーナーです。天井から大きい

新聞閲覧席の前にある明るい日差しが差し込む中庭には、オープンカフェのような白いパラソルが立った

「？」のパネルが下がっています。○○に入るのは様々です。昔の地名だったり、魚のさばき方だった

テーブルがあります。そこでは、館長が丹精込めて育てた色とりどりの花や植物たちが目を楽しませてくれ

り、民謡の歌詞だったり…図書館資料とインターネットを駆使して調べ物のお手伝いを致します。

ます。もちろんどなたでも自由にご利用いただけるスペースです。お天気が良い日にはこの光の庭で、心地

地域のくらしに役立つ情報センターとして、図書館をどうぞご活用ください。

よい春の風を感じながら、お気に入りの本を読んでみられてはいかがですか？（Ｓ）

みんなで

育てる

楽しい「みんと」

ｖ

④

図書館長 野﨑 千代美
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