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★シニアコーナー展示★「家庭で介護するとき、されるとき」

鹿島市民図書館
★
★
★
★
★
★
★

シニアコーナーの6月のテーマは「家庭での介護」です。
介護する人、される人。どちらの方にとっても役に立つ知識、体験記、
笑いやユーモアの本を集めました。

介助や介護のヒントに！
▶『がんばらないで 家庭介護
～介護する側、される側にやさしいケア～』
がんばらない介護生活を考える会：監修

▶『オールカラーイラストでよくわかるはじめての介護』
下 正宗：監修

DVDもあります！
▶「介護 NHK健康番組100選 きょうの健康」
気になるのどの症状／えん下障害を防ごうなど
▶「認知症 NHK健康番組100選 きょうの健康」
認知症ってどんな病気？／アルツハイマー病の治療／進行
したときのケアなど
▶「介護予防・介護現場に役立つ運動シリーズ」１巻

体験記＆エッセイ
▶『ぺコロスの母に会いに行く』

肩こり・腰痛・転倒の予防にみんなでストレッチ！

岡野 雄一：著
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詳しくは２ページへ！！
‣と き ：
‣対 象 ：

６月６日(土)～１４日(日)※
どなたでも

8日（月）は休館

▶「毎日笑おう！大笑い健康プログラム」１～３巻

▶『ゲイシャゲイシャワルツは子守唄
～汗かきべそかき恥かき日記～』
森 久美子：著

１０分笑うと３０分運動したのと同じ効果があるそう
です。落語、笑いヨガなど♪♪

2013年に購入した雑誌と、保存期限が終わった雑誌を無料でお分けします♪

▶「懐かしの玉手箱」

▶『妻たちの介護 在宅介護で孤立しないために 』
中村 和仁：著

昔懐かしい家、遊びや風景など、お年寄りの方の顔
がほころぶような映像がたくさん。家族で見ても楽しい
ですよ～～！

▶『男の介護 失敗という名のほころび 』
吉田 利康：著

雑誌の無料配布
「…だから私が続きを生きる」
【報告】こどもの読書週間
新着本
シニア展示「家庭介護」
開館カレンダー
としょかん日記

「…だから私が続きを生きる」
「来し方に本とふ文の林ありてその下陰に幾度いこひし

★その他にもたくさんあります。介護制度の本などもあります★

美智子妃」

（これまで生きてきて本という林の木陰で幾度も憩いのひとときを過ごしてきた…）
今年の歌会始めの歌です。美智子妃といえば読書についての名文を思い出します。不遜ながら、皇室

ニュースにあまり関心のない私としては珍しいことです。
1998年、インドで国際児童図書評議会世界大会が開かれ、その基調講演をされたのが、美智子妃
だったのです。長い講演の一部を新聞紙上で読み、その文章にあふれる真摯な思いと日本語の美しさ

祝日も開いています！
７月 20日…海の日

開館時間

・・・お休み

9時30分～19時
土･日・祝日は17時まで
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に心うたれ、全文を読みたいと探したのを覚えています。多くの方がそう思われたようで、その１時
間あまりの講演は1冊の本になりました。「橋をかける…子供時代の読書の思い出」…日本語と英語が
併録された薄い本を久しぶりに手に取ってみました。疎開先で読んだ新美南吉から始まるご自分の心
の変遷が記され、最後のしめくくりは今読んでも感動的です。
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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～

「…読書は、人生の全てが、決して単純でないことを教えてくれました。私達は、複雑さに耐えて生
きていかなければならないということ。人と人との関係においても。国と国との関係においても。…
中略…子供達と本を結ぶ大切なお仕事をお続け下さい。

きびだんご（0～3才）

子供達が、自分の中に、しっかりとした根を持つために

第1・3水曜14時半～

子供達が、喜びと想像の強い翼を持つために

おはなし会（3才～）

子供達が、痛みを伴う愛を知るために。

土曜14時～

そして、子供達が人生の複雑さに耐え、やがて一人ひとりが私共全てのふるさとであるこの地球で、
平和の道具となっていくために。」
春、5月。子ども読書週間には図書館でも様々な企画が行われました。育っていく子ども達は、まぶ
しくエネルギーに満ちています。
「この本に全てがつまつてるわけぢやないだから私が続きを生きる

先日、家に帰るなり我が子達が「絵本ば作ったけん、読んで」と言って持ってきました。普段、子ども達はア
ウトドア派の夫と野外遊びに夢中で「本、好かん」と言い切るので、「私は本の魅力ば、我が子にさえ伝えき
れんとねぇ」と思って最近は読んであげることを放棄していたのでした。で、その絵本を読むと…おやまあ、
小さい頃読み聞かせしていた絵本にあったフレーズを利用して何だかおもしろい話を描いているではありませ
んか！いつか読んだ物語が子どものどこかに残って、こんなお話を思い付く想像力に変わっていくとね…絵本
よ、本当にありがとう！（Y）

④

みんなで

育てる

楽しい「みんと」

14才女子」

冒頭の歌会に最年少参加で話題になった歌です。美智子妃の言われる「しっかりとした根」と「強い
翼」がしなやかに伸びてゆく様が見えるようです。本と人を結ぶ仕事に携われることの幸運を感謝し
つつ、私達も日々の仕事をがんばります。

図書館長 野﨑千代美

本は

ともだち
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★雑誌の無料配布★

★こどもの読書週間報告★

おはなし会とぬいぐるみのおとまり会
今回初めての企画でしたが、１５人の子どもたちが参加して

‣と き ： ６月６日（土） ～ １４日（日）※8日(月)は休館
‣冊 数 ： ひとり ７ 冊

くれました。「ぬいぐるみはどこで眠るの…？」とちょっと心

人気の雑誌はすぐなくな
るのでお早目に★
雑誌を入れる袋もお忘れ
なく。。。

人気雑誌は各タイトル2冊ずつ、最大4冊まで。

‣時

「みんと」１６３号

間 ： ９時３０分～１９時（土・日は１７時）

配そうな子もいましたが、大丈夫！図書館が閉まったあと、ぬ
いぐるみたちは仲良く図書館のなかを探検したり、おうちにい
る子どもたちへの絵本を選んだり…。夜はおはなしの部屋で
グッスリ。翌日、子どもたちが笑顔でお迎えに来てくれて、絵
本と一緒におうちに帰っていきました♪

‣配布する雑誌

後日、おとまり会の様子を撮影した写真を子どもたちにお届

１．2013年に購入した雑誌
２．10年間の保存期限が切れた雑誌
「ＡＥＲＡ」「新潮４５」「短歌研究」「俳句」「歌謡曲」
「将棋世界」「ナショナルジオグラフィック」「碁ワールド」

けしました。いつもと違うぬいぐるみの様子に喜んでくれたよ
うです。また、図書館に遊びに来てね～～！

読み聞かせボランティアの方によるおはなし会★

×

永久保存のためお配りできません！
・「タウン情報さが（saga+people）」
・「澪（みお）」
・「図書館雑誌」
・「あうる（図書館の学校）」
・「現代の図書館」
あれれ？まだ絵本を読んでる子も・・・・

いろんな絵本があるね～★

昨年の様子

ちょっと休憩中。おかし、おいしい！

★子どもの読書週間報告★

としょかんビンゴ
今年もたくさんの子どもたちが参加してくれました！

★見つけやすいように分類
番号を大きく表示しまし
た★

え～っと、７（スポーツ・芸術）の本は・・・

どれにしようかな～～♪

★そのほか、「図書館のおたのしみ袋」（５/16～24）や「小学生の一日職員体験」は、後日報告します★

新着本
『ムシの考古学 増補改訂版』

『もしも人生をやりなおせるなら』

詩

②

３列ビンゴでプレゼントもらったよ！

ナディーン・ステア：著
ディスカヴァー２１
もしも人生をやりなおせる
なら こんどはもっとたく
さん失敗をしたい…世界中
で読み継がれる８５才のお
ばあさんの詩が絵本になり
ました。ふわっと心が軽く
なる言葉とイラストです。

「みんと」の

みんは

考古学

「みんな」の

みん

森 勇一：著
雄山閣
発掘で見つかる小さなムシ
は大昔の情報が詰まったタ
イムカプセル。縄文人がお
酒を飲んでいたことを教え
てくれるムシや狗奴国（く
なこく）の井戸跡から見つ
かったムシなど、へえ！と
いうお話をたっぷり紹介。

『透析の話をする・聞く前に読む本』

医療

菅野 義彦：著
文光堂
病気のことは先生の説明
だけでは分からないこと
がありますよね。この本
はむずかしい用語を使わ
ず、腎臓の機能や透析に
ついて分かりやすく説明。
看護する方にもオススメ。

『写真解説: 山の見方 木の見方

『私のバラ・ガーデニング』

森づくりの基礎を知るために 』

双葉社
そろそろバラの香りや鮮や
かな色にうっとりする季節
です❤ フェンスやアーチ、
家具などバラの花が引き立
つワンコーナーでいっそう
ステキなお庭に！工夫とア
イテムを紹介。

大橋 慶三郎 ：著

林業

全国林業改良普及協会
分かりやすい文と写真付
き。山が好きな方におす
すめです。地形や木の生
え具合から森の成り立ち
や特徴を解説。もちろん
林業専門の方にも◎

ねえ

ねえ

みてみて

花

みんなの

「みんと」
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