鹿島市民図書館だより

「みんと」

１58号

探しています！
★ 親子で楽しむことば遊びと工作教室
★「回覧板」に感謝
★ 冬の特大おはなし会
★ 年末に効く本特集
★ 字が読みづらくなったら…
★ 新着本
★【寄贈のお願い】鹿島に関する本
★ 1・２月の開館カレンダー
★ としょかん日記

★寄贈のお願い★鹿島のことについて書かれた本、鹿島出身の方の本

市民図書館の鹿島コーナーには、鹿島の歴史や文化に関する本の
ほかにサークルや研究会が作られた出版物や企業の記念誌など、鹿

鹿島コーナー新着資料

島ならではの情報がもりだくさん。地域のことを知るために欠かせ
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ないコーナーです。
鹿島に関する本を出版した方や、鹿島の出身で本を出版をされた

明けましておめでとうございます 年始は１月４日（12～17時）から！
本年もみなさまのご利用をお待ちしています！
詳しくは４ページへ→→

方はいらっしゃいませんか。ご著書を寄贈いただければ幸いです。
コーナーの充実を図るため、みなさんのご協力をよろしくお願いし

ます。

ＣＤ‣「鹿島市制六十周
年後世に残したい鹿島の
うた」鹿島シャンソン、鹿
島行進曲など、懐かしい
歌がいっぱい♪♪

★親子で楽しむことば遊びと工作教室★1月６日（火）から申し込み受付
2月８日(日）１４時～16時

ところ：エイブル１階 保健センター内 いきいきルーム
講 師：久納圭子先生（えほんを楽しむ会 主宰）

まずは、お電話でご相談ください！
★原則として寄贈資料の取り扱いについては図

対 象：３才～小学校低学年のお子さんと保護者の方

書館にご一任いただいています。

定 員：２０組

★すでに所蔵している本や状態・形態が閲覧に
適さない場合は、申し訳ありませんがお断りを
させていただく場合があります。

参加費：無料

‣『発掘！鹿島百物語』
市内の小学生たちが調べ
て発表したおはなしをまと
めています。

申し込み：１月６日から
（☎６３－４３４３）

↑おととしの様子。親子で楽しいひとときを♪

「回覧板」に感謝
・・・お休みです

開館時間

＊年始は1月４日（12時～17時）から開館！！
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♪おはなし会 好評開催中♪
あんころもち（0才）
火曜

14時～

きびだんご（0～3才）
第1・3水曜14時半～
おはなし会（3才～）

■年末・年始休館■12月29日～1月４日午前まで
■祝日開館しています■１月１２日（成人の日）・２月11日（建国記念の日）

今年もいよいよ残りあとわずか！みなさんにとってどんな1年でしたか？
来年は未（ひつじ）年。みんなが穏やかな心で過ごせる平和な1年であればいいなと思
います。

土曜14時～

「手応えがあるってこういうことですよね。」
担当スタッフの嬉しそうな声に、半ば驚きつつ頷いたのは先月のことでした。図書館内に毎月30部ほど
置いている図書館だより「みんと」が、ほとんどなくなっていたのです。棚に置いていても、残念なが
らこれまであまり手にとってはもらえず、なくなるなんて1度もありませんでした。
これはひとえに「回覧板」のおかげです。各家庭への回覧板に毎月挟んでもらえるようになって数ヶ
月、先月号の記事には新着ＣＤ・ＤＶＤのリストを載せていました。そういえば、ラインマーカーで
チェックした「みんと」を手にされた方や、「久しぶりに来た―」とか「ただで借りらるっとね？」な
どと声をかけられる方もちらほら･･･地味な手製のこの「みんと」ですが、そんな風に読んでいただき反
応があるとは本当にありがたいことです。
それは、「回覧板」の力を改めて見直す出来事でもありました。インターネットもさることながら、
手渡しされる情報やそういったつながりが災害時には有効だったというのも記憶に新しいことです。た
だ回覧板や各家庭への配り物などは、私自身班長を経験した時に実感しましたが、役員さん方の御苦労
があって初めて成立します。ご協力いただいた方々にこの場を借りてお礼を申し上げます。今後ともど
うぞよろしくお願いします。
また、図書館はアナログサービスだけでなく、３年前から24時間ｗｅｂサービスも行っています。
ホームページを開くと約１９万点の資料を検索・予約できますし、「みんと」のバックナンバーもカ
ラーでご覧いただけます。回覧板で興味を持たれた方はぜひ一度アクセスしてみてください。夜の長い
この季節、今の自分にぴったりの1冊を手に温かなひとときを過ごしていただけたらと思います。
今年も残りわずか、どうかよいお年をお迎えください。
図書館長 野﨑千代美

2015年もスタッフ一同みなさんのご来館をお待ちしています！（Y）
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小さい字が読みづらくなった・・・と感じる方へ

１月31日(土）１４時～15時半

★字が大きく読みやすい大活字本（だいかつじぼん）があります★
ところ：エイブル２階 和室
対 象：幼児～小学生と保護者の方
参加費：無料

大活字本コーナー
最近の小説から時代小説や歴史小説、推理小説など、読み物を中

申し込み：不要

心に約400冊を置いています。

お
も
な
内
容

※医学や伝記などの棚にも置いているものがあります。

・浜小読み語りグループ「おはなしかあちゃんず」と
図書館員による絵本などの読み語り
・にわか劇団「はっぴぃ❤かむかむ」いなばゆうこさんの
「虹すだれ」
・みんなで「ふくわらい」に挑戦！
などなど・・・みんな来てね！！

▸『偽証法廷』上・中・下 小杉健治：著

新
刊
を
紹
介
し
ま
す
★

★年末に効く本、展示しています★
貸出カウンター前「おせち わが家の味をつくりませんか？」
▸新刊！『よろこばれるおせち料理とごちそうレシピ』 牛尾理恵：著、朝日新聞出版：出

字が大きいから
スイスイ読める！

ハラハラドキドキの法廷サスペンス

▸『狐火の家』上・中・下 貴志祐介：著
女性刑事弁護士と、本職は泥棒の防犯ショップ店長が謎にいどむ！
傑作ミステリー。

▸ 『女中譚（たん）』 中島京子：著
映画にもなった『小さいおうち』（直木賞）の姉妹編。

▸『むこうだんばら亭』上・下 乙川優三郎：著

▸『はじめておせち きちんとお正月』 日本放送出版協会：編・出

江戸時代の市井の人々を描いた心あたたまる短編集。

▸『冷凍・冷蔵ワザで詰めるだけ！らくらくおせち作り 12月31日60分ででき上がり』

<すべて埼玉福祉会出版>

岩崎啓子：著、ルックナゥ ：出

ピラミッド展示「早めに取り組む 大掃除」

寒くなりましたね！
あったか～～いひざ掛けをどうぞ♪♪

今
年 ▸ 『子どもとペットとスッキリ暮らす掃除術』 東いづみ：著、KADOKAWA：出
出
▸ 『中身の本 衣食住の棚や箱』 地球丸：編・出
版
！ ▸ 『老親の家、片づけます！』 アート引越センター・エプロンサービス：監、小学館：出

図書館の入口にひざ掛けが入っ
たボックスを置いています。

▸『「1分そうじ」でいつのまにかキレイ！ 超カンタンらくらくピッカピカ！』 沖幸子：著、大和出版：出

足もとを温かくして、ゆっくり

▸『片づけの女神 部屋も心も未来もキラめく』 吉島智美：著、すばる舎リンケージ：出

お過ごしくだい。
使い終わったら戻してくださいね★

新着本
『ゲイシャワルツは子守唄』

『居酒屋ぼったくり』１・２巻
秋川瀧美：著
アルファポリス：出
下町の小さな店で起こ
る、あったかくて旨く
てホロリとさせる物語。
２巻では塩田町五町田

酒造の「東一」も登場！
小説
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森久美子：著
佐賀新聞社：出
今、ジワジワと予約が
増えています。認知症
の母の介護記録の第３
巻。巻末の認知症対応
表は、愛とユーモアが
いっぱい。１・２巻も
オススメ。

『経済と人間の旅』

『落ち葉切り紙』
宇沢弘文：著
日本経済新聞出版社：出

経済学

発表した理論も世界的
に有名ですが、貧困や
環境問題の現場に飛び
込む“行動する経済学
者”として知られ、昨
年亡くなった宇沢さん
の唯一の自伝です。

クラフト

『お客さまはぬいぐるみ』
Killigraph：著
誠文堂新光社：出
人気作家のKilligraph
（キリグラフ）がデザイ
ンした１60種類の
葉っぱのモチーフを紹
介。モビールやステッ
カーなどオールシーズ
ン楽しめそう♪

ねえ

ねえ

みてみて

旅行

みんなの

東園絵ほか：著
飛鳥新社：出
ツアー会社ナマズトラ
ベルがお連れするのは
300ｇまでのぬいぐる
み。送り出した持ち主
のドラマと旅するぬい
ぐるみの姿に、不覚に
も涙、涙・・・。
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