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宇部 京子：作
岩崎書店

――2014年に出版された本――
『虹の向こうの未希へ』遠藤 美恵子：著、文藝春秋

「はやあるき！ハッハッ！
はやあるき！フッフッ！」
のんびり屋のはなちゃんは
避難訓練でいつも遅れてし
まいます。そんなある日、
大きな地震が来て・・・。
岩手の保育所でのできごと
をもとにしたお話。

高台への避難を放送で呼びか
け、津波で亡くなった遠藤未
希さん。未希さんが“天使”
と称えられることに戸惑い、
娘の死に責任を感じてしまう
母の美恵子さん。悲しみと葛
藤の中で遠藤家が選んだ道と
は？３年半の手記です。

絵本

『まちに飛び出したドクターたち
～南相馬の「いのち」をつなぐ～』

ぬいぐるみのおとまり会
「行ってよかった」
こども読書週間イベント
子ども図書館サポーター募集
新着本
東日本大震災から4年
寄附金のお礼
開館カレンダー
としょかん日記
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初企画！５月2日は・・・

絵本

手記

おはなし会とぬいぐるみのおとまり会★

寄附金のお礼
～ありがとうございました～

あなたのぬいぐるみを図書館におとまりさせてみません
か？（他のぬいぐるみたちと一緒なので淋しくありませ

國森 康弘：写真・文
農山漁村文化協会

児童書

鹿島市民図書館

『はなちゃんの はやあるき はやあるき』

んよ！）だれもいない夜の図書館を探検したり、絵本を

リボンが
目印！

亡くなる人から思いをこめて
受け取る「いのちのバトン」。
子どもが半減した南相馬市で
どうやってバトンをつなぐの
か・・・。地域づくりや医療
のしくみ作りに取り組むドク
ターたちの姿です。大人にも
おすすめ。

読んだり、図書館のお仕事を手伝ってみたり…。おとま
り会の様子はスタッフがこっそり写真に撮ってみなさん

平成26年度ふるさと納税による寄附金で
18点の資料を購入しました。また個人の
方からいただいた寄附金で新しいカートを
５台購入することができました。

にお知らせします。夜の図書館は、何かふしぎなことが
詳しくは２ページへ！
おこるかも！？

「行ってよかった」
その日は終日、軽ワゴンで市内を回りました。「みにみに図書館」の配送スタッフが足りず、代役を

・・・お休み

日

月

4月
火 水 木

金

務めたのです。図書館では、学校や遠隔地保育園など２５ヶ所に２０～１５０冊の本を選び毎月運んで

祝日も開いています！
4月29日…昭和の日
5月 3日…憲法記念日
5月 4日…みどりの日

土
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日

月

5月
火 水 木

開館時間

います。

9時30分～19時

工場は2ヶ所、どちらの会社も門に警備員さんが待機されていて許可を得ないとゲート内には入れま

土･日・祝日は17時まで

せん。ドラマでしか見たことのない世界です。若い女性がその任務についておられたのには驚きました。
「彼女をクール・ビューテイと密かに呼んでます。」と、ハンドルを握る同乗者。「配送サービスを始

金

土
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♪おはなし会 好評開催中♪
あんころもち（0才）

31

火曜

14時～

めてから、時々図書館に来られるんですよ」という言葉に、もしかしたら武道の達人かもしれぬその方
に親しみを感じてしまいました。3交代制でほぼ24時間稼働しているという広い敷地内には速度や進
行方向の標識があり、整然とした秩序が感じられます。本を納めるのは社員食堂や、廊下のコーナーで

きびだんご（0～3才）

すが、その途中で『「○○課のＡさんが××の本を」って言ってました』と伝言を受けたり、「今度う

第1・3水曜14時半～

ちの子が6年生で、役員として読み聞かせをするんだけど…」と相談を受けたりしました。育児書や経

おはなし会（3才～）

理関係などリクエストは様々で、担当はそうした声も参考に選書をしているのだそうです。

土曜14時～

絵本のコンテナを抱えて寺の石段を昇る私達に、「えほんもってきたと？」あどけない声で園児が話
しかけてくれ、思わず顔がほころびました。小学校で本の入れ換えをしていると長い廊下の向こうから、
子どもたちの歌声が聞こえてきます。公民館や不登校適応施設、先日オープンした「かたらい(ピオ)」
にも回ります。「子育て支援センター」では「若いお父さん向けの雑誌は、なかなか受けがいい」との
声を聞きイクメン時代を感じました。また、発達に支援のいる子の「すこやか教室」では「子どもの反

われも又うき世のがれぬ身なりけり山路の花にねしはひとよに

応がいいので大型絵本が欲しい」という声を受け、次から持って行くことにしました。

日頃の政務で疲れた心を癒すため、別荘の花見に出かけた鹿島６代藩主鍋島直郷がわずか１日で呼び戻されたこ

どの現場も、誠実にその持ち場を守り日々頑張っておられることが伝わってきて、新鮮な思いとやる

とを嘆いた和歌です。直郷が桜を見に出かけたのは花頂山です。能古見の筒口にある花頂山（花岡、花木庭）は鹿

気をいただきました。ともに頑張る図書館でありたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いい

島鍋島家の歴代藩主が愛した桜の名所で、鹿島藩主・藩士の和歌に度々登場します。今年の春は鹿島鍋島家の文華

たします。

図書館長 野﨑千代美

の香りを伝える花頂山にぜひお出かけください。（Ｔ）
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初企画！おはなし会とぬいぐるみのおとまり会

4/23

対

～

：３才～小学校３年生までのお子さんのぬいぐるみ１コ

象

（ぬいぐるみの大きさは３０センチくらいまで）

5/12

♪♪H26年度がんばってくれたサポーターのみなさんで～～す♪♪

申し込み開始：４月18日（土）９時30分～（先着順）
申込み方法 ：電話または図書館のカウンターにて
定

員

：１５名

図書館の仕事やイベントのお手伝いをしたり、
お友だちが増えたり…。
きっと楽しい１年になりますよ♪

対 象：市内の小学校４年生

＊＊おとまり会のスケジュール＊＊

定 員：５人ほど

【5月２日（土）14時】土曜日のおはなし会（30分ほど）

期 間：平成２８年３月まで＊希望者は更新あり。

ぬいぐるみと一緒に参加してもらい、ぬいぐるみをスタッフがお預かりします。

4月中旬からの募集になります。詳しくは図書館へ！

閉館後、ぬいぐるみの図書館探検がスタート！夜はおはなしの部屋にお泊り。
↓
【5月３日（日）】ぬいぐるみのお迎え

＊ゴーヤをうえて「だれのがよくそだつかきょう
そうしよう」とだれかが言ってしていたら、みん
なのゴーヤが大きくなって自分のがわからな
くなったのが一番楽しかったです（Ａさん）

ぬいぐるみが選んでくれた絵本や本と一緒にお渡ししますので、
図書館カードをお持ちください。

後日、おとまり会の写真を郵送します。お楽しみに・・・❤

＊ゴーヤ植えが楽しかった。プレゼント作りは
たいへんだった（Ｋくん）

小学生の一日図書館職員体験
と

ワクワク★ドキドキ★
図書館のお仕事に
チャレンジ！

き

カウンターをするのはきんちょうしたけ
ど、たのしくてするのがいつも楽しみ
でした。
へんきゃくのときはパラパラも１つずつ
してたいへんでした。（Ｍさん）

：5月16日（土）
小学１～３年生：9時～11時30分
小学４～６年生：午後１時30分～４時

申し込み期間：4月10日（金）～24日（金）＊月曜休館
定

員

：12名（当選者に連絡します）

としょかんビンゴ
と

き

：5月2日（土）～5月6日（水・祝）

対

象

：３才～小学生（申し込み不要）

＊2年間サポーターをして図書館で働く
人たちはいろいろなことをしていることが
分かりました。いちばん大切なのはあいさ
つだな～と思いました（Ｍさん）

冬の特大おはなし会など
の大きなイベントではプレ
ゼント作りや司会などして
きんちょうしたけど、終わっ
た後は、やったかいがあった
と思いました。（Ｔくん）

くわしくは5月号で
おしらせします！

参加者にはプレゼントがあります！図書館カードを

＊楽しいこと、びっくりしたこと、はずかし
かったことがたくさんありました。2年間
とっても楽しかったです！（Ｋさん）

持ってきてね！

新着本
『サーカスの夜に』

小説

②

『初めての介護 悩み＆不安相談室』

小川 糸：著
新潮社
今は離れ離れになって
しまった両親と見た
サーカス。そこで見た
光景に憧れてサーカス
団に入った少年とユ
ニークな団員たちの物
語。

「みんと」の

みんは

「みんな」の

『戦友会研究ノート』

主婦の友社：編

戦友会研究会：著
青弓社
戦友会という呼び名さ
え忘れられつつありま
す。元軍人数百万人が
入会した各戦友会につ
いてできるかぎり記録
し紹介しています。

待ったなしに始まる親
の介護！！制度の利用
方法から心の悩みまで、
介護のベテランが初心
者へのアドバイスをし
てくれます。
介護

みん

『漂流郵便局 届け先のわからない手紙、預かります 』

軍隊

アート

久保田 沙耶：著
小学館
いつかのどこかのだれか
への「届かない手紙」が
行き着く郵便局。芸術祭
に出展された仮想の郵便
局は国内外で反響を呼び、
１冊の本に。

ねえ

ねえ

みてみて

『いちばんやさしい60代からのワード絵画』
古賀 昭：著
日経BP社
ワードで絵を描けると
とても便利ですよね。
大きな字で読みやすく
説明も分かりやすいの
でオススメです。
パソコン

みんなの

「みんと」

③

