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★ＹＡプレセントクイズ 

★「冬休み最後の日に」 

★ 親子で楽しむことば遊びと工作教室 

★ 話題の吉田松陰の名言＆名文集 

★ おすすめの絵本 

★ 新着本 

★ 鹿島コーナー寄贈のお礼＆新刊 

★ ２・３月の開館カレンダー 

★ としょかん日記 
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もうすぐバレンタインデーがやってきますね❤ 大好きな人にどんなプレゼントをしよ

うかとワクワクしている方も多いのでは…。昨年12月に開催しました講演会で二羽史

裕先生は『子どもはことばを食べて育ちます』と話しておられました。みなさんも、

絵本を通してたくさんの“ことばのプレゼント”をしてみませんか!!（o） 

鹿島市民図書館 

★ＹＡ企画★雑誌の付録プレゼントクイズ～中学生以上ならどなたでも♪～ 

開館時間 

9時30分～19時 

土･日・祝日は17時まで 

 

♪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～） 

土曜14時～ 

・・・お休みです 

■祝日も開館しています■ 

 ２月11日（建国記念の日） 

 ３月21日（春分の日） 

冬休み最後の日に 

 今日は子供連れのレファレンス（図書館の調べもの相談）が多い日でした。冬休みも終わり間近

だからでしょう。「ローマ字の書き方を知りたい」というおばあちゃんと孫、「佐賀県の市町村の

名前や場所を覚えたい」という男の子とお父さん。私が対応しただけでその2件、感想文など宿題

の相談も色々あっていたようです。図書館では、子どもや学生だけでなく様々な年代の方が、色々

なことを調べたり学んだりされています。 

 「学ぶ」のは楽しかったと、改めて感じたことがありました。（学生時代、勉強は嫌いだったの

に｡）私は去年、通信講座で遅ればせながら司書資格をとったのですが、その1年間は新鮮でした。

集中して未知のことを頭に入れるという、ある種の快感は確かにありました。もっとも試験が終わ

るとすぐにその大半を忘れるという我が身の老化も実感しましたが。スクーリングで会う社会人学

生の多種多様さにも驚きました。昼食を共にするようになったのは30代のもとＰＣシステムエン

ジニアだし、他にも子育て一段落のお母さんや大学生･･･老若男女さまざまでした。 

 私以外にも、図書館に勤務し始めてから通信制大学で図書館司書資格を取得中のスタッフが数名

います。私よりぐんと若い彼女らはｗｅｂ上のチャットによる授業を受けては、専門書を借りてい

きレポートを書いているようです。勤務や家事や幼子の育児･･･そのあいまをぬって頑張る人もお

り、同僚ながら頭が下がります。 

 長い人生、何かを学ぶのに遅すぎることはないのかもしれません。「学ぶ」というより「未知の

ことを知る」のはやはり楽しく、こころ弾むことです。ご存じのように図書館は「生涯学習セン

ターエイブル」の1階にあり、どちらも同じ市民立の財団が運営しています。子どもからお年寄り

まで様々な方の生涯学習・・・「学ぶ」「知る」「憩う」ことの一助になれるよう、今年も努めた

いと思っております。 

                             図書館長 野﨑千代美 

 

鹿島コーナーの新着本 

 

志岐常文：編  東亞工機株式会社：出 

塩田町出身で三代目社長である志岐常雄

さんについてまとめられています。子ど

もの頃の思い出や海軍時代の回顧、社長

就任後の活動などについて紹介されてい

ます。 

新たに文化財指定となった 

・浅浦の人形（ひとがた）墓石墓 

・明治９年地租改正 地引絵図類 

・井原喜代太郎日記 

が追加されました。 

見開き１ページで１つの文化財を説明

しています。読みやすいので子どもか

ら大人までオススメの本です。 

 

雑誌の付録を抽選でお配りします！ 

館内に置いている申し込み用紙にクイズの答えと 

必要事項を記入し、応募箱に入れてください。 

 

対 象 ：中学生以上でプレゼントを取りに 

     来ることができる方 

応募期間：2月6日（金）～25日（水） 

発 表 ：3月3日（火）から館内に掲示 

      

 

 

昨年、中村修二・赤崎勇・

天野浩氏が共同発明・開発

したことで、ノーベル物理

学賞を受賞したものとは？ 

鹿島市教育委員会発行 

ご寄贈ありがとうございました！ 

頒布もしています。 

    ＊1冊５００円 

*プレゼントの配布は３月３１日（火）まで＊ 

 

プレゼントクイズ 

A、 青色LPD 

B 、青色LED 

C 、赤色LDE 

 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
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２月 ３月
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『スーパーの野菜売り場でパートやってます。』  

伊吹 かのこ：著  

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

パワフルな先輩の中で

がんばる新人のコミッ

クエッセイ。野菜の鮮

度を保つ方法などのお

役立ち情報も紹介。生

鮮売り場がいつもと

違って見えてきそう…。 

『軽トラックパーフェクトマニュアル』  『万葉集 Man'yo Luster』 

リービ英雄：英訳 
パイインターナショナル 

万葉集は時代や言語を超

え今なお花の艶(Luster）

のように輝いている…。

リービ氏の感動がそのま

ま1冊の本に。一首ごと

に英訳・写真を織り交ぜ

ています。 

『知らなきゃ損する 新・農家の税金』 

鈴木 武ほか：著 

農山漁村文化協会 

旧版を大幅に改定。

知っているのと知らな

いのでは税金に大きな

差が出る譲渡所得税に

ついても分かりやすく

解説しています。 

『和食のぱんのつくりかた』 

文 学 
就労支援 自動車 税 金 

地球丸：編・出    
「軽トラは日本が誇る

最強ギア！」とあって

は、もう読まずにはい

られません。最新のモ

デル、ＤＩＹカスタム、

オフロードの走り方、

などなど。軽トラの魅

力がいっぱい！ 

新着本 

濱田 豊：著  

サンマーク出版 

人気の濱田屋が、ひじ

き、煮たまごなど３８

の惣菜パンを紹介。わ

が家のおかずはどんな

パンに生まれ変わるで

しょう？アイディアが

湧いてきそうです。 料 理 

『へぇ こいたの だれだ？』 

平田 昌広：作／野村たかあき：絵 くもん出版 

  闇夜にひびく、おお～きなおならの音。 

くさいくさい！いったいだれが？？ 

子おにたちのかけあいを、みんなで読みあいっこしても

楽しいかもしれません。 

★親子で楽しむことば遊びと工作教室★ 

場 所：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） 

対 象：３才～小学校低学年のお子さんと保護者の方 

定 員：２０組 参加費：無料 

申し込みは図書館へ→☎６３－４３４３ 

        締切間近です。申し込みはお早目に！！ 

 

 

 

 

 

  

２月８日(日）午後２時～４時 

工作では「うずまき絵本」、「六角かわり絵」、 

「牛乳パックで不思議なおうち」などを作ります♪♪ 

【おととしの様子】 

★大河ドラマで注目度アップ⤴⤴読んでみたい吉田松陰の名言＆名文集★ 

『覚悟の磨き方 超訳：吉田松陰 

         ～時代のすべての異端児たちへ～』 

池田 貴将：編訳、サンクチュアリ 

吉田松陰を敬愛する池田さんによって、松陰の遺した言葉がドラマチックに

甦りました。超訳なのでよりストレートに胸に響きます。原文と読み比べて

みるのもおすすめです。 

 

『幕末・維新長州傑士列伝 

         ～遺墨・遺文（いぼく・いぶん）で読み解く～』 

一坂太郎：監修、平凡社 

幕末の志士たちが心酔した吉田松陰の言葉は、このよう

な筆づかいで書かれていました。松陰とその門下生が遺

した書付（かきつけ）を現代語訳とともに味わってみま

せんか。 

 

  

現代語訳なら 
▸『松陰語録』童門冬二:著 ▸『吉田松陰』日本の名著31巻  

書き下し文でよりじっくりと・・・ 
▸『吉田松陰』日本思想大系54巻 

うわっ 

くせぇ！！ 
『島 義勇（しま よしたけ）伝』 
「島義勇伝」製作委員会：編、エアーダイブ：著、Dybooks 

2月のおすすめ新着絵本 

読んだスタッフも、思わずウフフ❤ 

佐賀出身で北海道開拓の先駆けとなった島義勇のコミック

です。史実を緻密なタッチで描いているのでグッと入り込

んで読めそうです。巻末には佐賀と北海道のつながりと感

じさせる人物・史跡紹介も。 

  ＊北海道の出版社エアーダイブが手がけています＊ 

②　　　　　　　　　　　「みんと」の　みんは　「みんな」の　みん 　　　　　　 ねえ　ねえ　みてみて　みんなの　「みんと」　　　　　　　　　　　③


