鹿島市民図書館だより

「みんと」

１６０号

レファレンスカウンターではしらべものをお手伝いしています

★ 机にＬＥＤライト付きました
★「寝たら死ぬ・・・」
★ 読みづらい方への読書支援
★ 情報ひろばをつくりました
★ 鹿島コーナー寄贈のお礼
★ 新着本
★ レファレンス（しらべもの）
★ ３・４月の開館カレンダー
★ としょかん日記

★タイトルをお忘れでも探します！★

この絵本ではありませんか？(^o^)
こんな内容だったのですが…(・。・;

『もみのきのおくりもの』

「イエスさまの誕生日を祝って動物たちが

なかむらゆき／絵と文、中央出版社

プレゼントを持ってくる。モミの木だけは

＊この時は国立国会図書館のご協力をいただき
ました。図書館では色々な機関と協力してしらべ
ものをしています＊

何もあげるものがないと悲しんでいると、

空から星がふりそそいでモミの木を飾って
くれた」
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佐賀県鹿島市大字納富分2700-1
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机にＬＥＤライトが付きました
これまで照明が暗くご不便をおかけしていましたが、
手元の灯りで利用しやすくなりました。

★あのときなかった本、入りました！★

夕方からの静かなひととき、お仕事からのご帰宅の折
にぜひお立ち寄りください。

お探しの内容にぴったりの本がな
かったときはリクエストや他の図書
館からの取り寄せをおすすめしてい

入りました！

ますが、どちらもされずにお帰りに

『シナリオを一度
あきらめた君へ』

入りました！

なる方もいらっしゃいます。後日、

『佐賀市の恵比寿台帳』

ふさわしい本を見つけて図書館に入

安倍照雄：著

恵比寿ＤＥまちづくりネット
ワーク事務局：編

れていることもありますので、「あ

玄光社

の時なかった本、今はある？」とお

「寝たら死ぬ・・・」

気軽にお問い合わせください。

「寝たら死ぬ雪山登山するようなテスト前日最後のあがき」
10年ほど前に東部中の生徒さんだったMくん作の短歌です。この時期は特に、個人閲覧席で受験生ら
・・・お休み
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＊祝日も開館しています＊
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開館時間

しい学生が黙々と勉強する姿を見かけるのですが、ときおり居眠りをしている人がいても声をかける

9時30分～19時

ことがはばかられ、そーっと通り過ぎます。そんな時に思い出すのが冒頭の歌です。夏に畳コーナー

土･日・祝日は17時まで

でお昼寝、などという方には「もしもし…お加減が悪いのでは」と起きていただくのですが、受験も
追い込みの今「君も雪山登山か…」と心でつぶやき見なかったことにしています。

♪おはなし会 好評開催中♪
あんころもち（0才）
火曜

14時～

Mくんの短歌はNHK全国短歌大会ジュニアの部で入選したこともあって覚えていたのですが、これ
を書くにあたり図書館の「鹿島の話題」新聞スクラップを調べてみました。確か学校賞ということで
新聞に載ったはず…鹿島に関わるニュースは45年前からきっちりスクラップされ書庫に整然と並んで

きびだんご（0～3才）

います。ありました！2004.1. 29付の記事です。今は20代半ばになったはずの生徒さんたちが15

第1・3水曜14時半～

人、笑顔で写真に収まっています。「やわらかい音よでてくれフルートさん さぁ幕が開く最後のコン

おはなし会（3才～）

クール」で百人一首賞をとったＨさんは今演奏家として活躍中、「力込めにぎる竹刀を前に出し ねら

土曜14時～

いはひとつ面を打つこと」のＫくんは確か警察官になったとか。とても懐かしくてひととき記事に見
入りました。スクラップは一部しか表に出していませんが、図書館では45年分の記事を永久保存の地
域資料として大切に保管しており、どなたでもご覧いただけます。
さて、その個人閲覧席にスタンドをつけました。勉強や読書をするひとの手元が明るくなり、早速
利用していただいているのを見ると嬉しいです。雪山の向こうにどんな未来が待っているか見えない、

職場の成人病予防検診で、血圧が高いと言われショック！若い頃はずっと低血圧だったので油断していました。

その不安と気負いが受験勉強の苦しさでもあります。でも、ゴールはすぐそこです。山小屋の灯なら

これではいけないと、時々歩いて通勤することにしました。川沿いを歩いていると、梅の花や水仙の香り、土

ぬ、たかが机のスタンドライトではありますが図書館も皆さんを応援しています。

手には土筆が顔を出して、耳を澄ませばメジロの鳴き声が聞こえ春がやってきたことを教えてくれます。車で

図書館長 野﨑千代美

通っていた時には見過ごしていた豊かな故郷の自然。たまには植物図鑑や野鳥図鑑などを片手にご家族でゆっ
くり散歩されてみてはいかがでしょうか？
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鹿島市民図書館だより

読みづらい方への読書支援をしています

「みんと」１６０号

情報ひろばコーナーを作りました

児童向けの点字絵本や大活字本（だいかつじぼん）

鹿島の楽しいイベント・グルメ・子育てなどの暮らしの情報から地域づくりに
ぜひ活用していただきたい資料まで、鹿島の「いま」を詰め込んだコーナーで
す。よりよい暮らしにぜひご利用ください！

点字絵本
『ぐりとぐら』『しろくまちゃんのほっとけーき』など、
広い世代に親しまれている絵本に、点字がついています。
読みづらい子どもたちだけでなく、みんなで絵本の世界を
楽しむことができます。

鹿島の旬を満喫★
行事やイベント、観光や
グルメのお知らせ

かし丸くんが目印！
青い鳥文庫の大活字本
小さな字が読みづらい子どものために「黒魔女さんが通
る!!」や名作「若草物語」などが大きな字でつくられてい
ます。大人の方も楽しめます。

商工会議所、観光協
会などのお知らせ

対面朗読室
市政も！

読むことにハンディキャップを持つ方が図書館

‣鹿島市総合計画

の資料を利用するための部屋です。

‣議会議事録

利用をご希望の方はお気軽にスタッフにおたず

街づくり、地域活性化の参考に…

鹿島の情報は残らずキャッチ！

オススメ本の紹介

‣新聞の切り抜き
‣広報かしま

ねください。

統計や年報
経済・社会・教育・福祉
など

こちらの部屋では、月に１度、ボランティアの会
「サークルエコー」さんが音声版「市報かしま」を作
られるために利用されています。

★鹿島コーナー★寄贈のお礼
このたび、鹿島の郷土史家峰松正輝氏より著書の寄贈をいただきました。地域の歴史や
文化を知るための大切な資料として活用させていただきます。ありがとうございました！

拡大読書器
・拡大（カラー）
・白黒切換
・明暗の反転
・コントラスト調節
などの機能がついています。
少し古いため不便な点があるかもしれませんが、
サポートする機器によって読みやすくなることを

『鹿島史料集』続巻の弐
近世鹿島藩に関する史料や昨年大阪市で発見された鹿島藩中之島蔵屋敷の
レポートといった最新の情報も収められています。

虫眼鏡や老眼鏡もありま
す。職員へおたずねくださ
い。

『鹿島藩日記』上・下巻
「鹿島藩日記」（文化21年～天保10年）の翻刻です。
19世紀前半の鹿島藩のできごとが書かれています。

知っていただければ幸いです。

『古枝の昔のはなし～古枝史話 復刻 古枝村小志～』第三版
さまざまな資料から古枝に関する記事を集めています。
『古枝小志』昭和3年刊行の翻刻も。

新着本
『思い出をデジタル化して永久保存する本』

『億男（おくおとこ）』

小説

②

川村元気：著
マガジンハウス
３億円の宝くじを当てて
喜びもつかの間、不安に
おそわれる一男。お金と
は？幸せとは？
映画「おおかみこどもの
雨と雪」「寄生獣」を製
作した川村さんの新作。

「みんと」の

みんは

「みんな」の

データ管理

みん

洋泉社
ビデオやレコード、写
真などをデジタルデー
タに換えてパソコンや
タブレットで見られる
ようにしてみません
か？デジタル化の方法
や再生方法も紹介して
います。

『あるがままに生きる』

医療

南淵明宏：著
永岡書店
心臓手術のスーパード
クターが「心臓はここ
ろの臓器」という境地
と生命の奇跡について
綴ります。『おかげさ
まで生きる』の矢作医
師との対談も。

『イスラム国の正体』

国際社会

『はらぺこ万歳！』

黒井文太郎：著
KKベストセラーズ
過激派集団「イスラム
国」の始まりや大きな
力を持ち始めた経緯を
解説。ニュースや新聞
だけでは分からない中
東の事情を分かりやす
く説明しています。

ねえ

ねえ

みてみて

料理

みんなの

たかぎなおこ：著
文藝春秋
そば屋飲み、どはまり
パスタ、青森グルメ…。
日々の暮らしをハッ
ピーにするＢ級グルメ
が盛りだくさん。あぁ、
おなかグルグル鳴りま
す・・・

「みんと」
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