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9月の連休は開館しています！

ただいま、図書館では鹿島弁による鹿島の民話や偉人の紙芝居
を制作中です。読み文は職員が担当し、絵は佐賀大学の美術専
攻の学生さんにお願いしています。
できあがった紙芝居は、秋の読書週間にはじまる高齢者施設向
けサービス「絵本読み語り隊」でご披露する予定です。

21日（月）敬老の日・22日（火）国民の休日・23日（水）秋分の日
※24（木）は館内整理日のためお休みです。

１０月の休館のお知らせ
５日（月）通常の休館日
6日（火）～９日（金）特別整理期間

★昨年の読み語り隊の紙芝居★

蔵書点検作業や館内の整備、保守点検など、年に１度の一斉整理を行います。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りたくお願いします。

※鹿島市さが段階チャレンジ交付金交付による事業「ふるさとのおはなし・ふるさとの言葉語り隊」によるものです。

「受け継ぐ」
「すてきですねえ。お役に立ってよかったです。」

祝日も開館！
＊９／２１(敬老の日）、２２（国民の
休日）、２３（秋分の日）
＊１０/１２(体育の日）
長期休館
＊１０／５～１０/９（特別整理期間）

・・・お休み

開館時間

スタッフの嬉しそうな声に振り返ると、貸出カウンターには藍染めのバックを斜めがけした女性の姿。

9時30分～19時

聞けば、図書館で借りた本を見て作ったとのこと。女性も図書館スタッフもどちらもにこにこ顔です。

土･日･祝日は17時まで

実はその前日に、私も同じ言葉を別の利用者さんに言ったところでした。
私がお話しした方が作られたのは、バックではなくてお孫さんの浴衣です。亡くなられたおしゅうと
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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～

さんの浴衣を、お孫さんのために本を見ながら仕立て直したのだそうです。もちろん、浴衣を持って来
られた訳ではありません。でも、赤ちゃんの頃から図書館のおなじみさんだったその子が「ひいじい
ちゃんの浴衣！」と喜んでいる様子が、お話からありありと想像できました。この頃ぐんと手足が伸び

きびだんご（0～3才）

少年らしくなってきた彼に、その藍色の浴衣はきっと似合ったことでしょう。

第1・3水曜14時半～

そして私は、今年の成人式で話したひとりの青年を思い出していました。

おはなし会（3才～）

「これは、じいちゃんが結婚式で着た紋付き袴なんです。」

土曜14時～

袴姿を私に見せた彼は、縁あって中学３年間国語を担当し、休日は野球部でともに声をからした生徒で
した。どちらかといえばおとなしい方で、試合の時もグランドに立つよりベンチの私の横で応援するこ
とが多かった少年は、優しい笑顔はそのままにしっかりした社会人になっていました。祖母が自分のた
めに袴を大事に保管していたのだと語る青年の表情は、誇らしげでまぶしかったです。
ひとの思いや文化はそうやって受け継がれ、新たな変化や成長を後押ししていくのでしょう。

ある日、トホホ顔でドラえもんの本を抱えてカウンターへ戻ってきたスタッフSさん。
あらゆる分類からドラえもんの本がひっぱり出され、空いた棚に「ドラえもんコーナー」が作られ
ていたそうな(笑)。よく集めたものと思わず感心…。夏休みは、リスがドングリを隠すようにマン
ガや本がこっそり隠されている率が高くなる気がします。宿題を済ませてから読むつもりかな？か
わいいし気持ちはわかるんだけど、あるべき本がそこにないとみんなが困っちゃうので、ちゃんと
棚に戻してね～～！(^^ゞ <H>

④

みんなで

育てる

楽しい「みんと」

人を結び文化を受け継ぐ、その手助けに図書館もなりたいと考えています。
図書館長 野﨑千代美

本は

ともだち

鹿島市民図書館
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鹿島市民図書館だより

「みんと」

１６６号

鹿島市民図書館だより
＊お調べもの＊

レファレンス

？

約131万点！！

事 例 紹 介

「みんと」１６６号

相談：「軍人待遇（ぐんじんたいぐう）」とは？
『伊万里市の碑文（ひぶん）』という本の７０ページに紹介されて
いる碑文に「軍人待遇」という言葉が出てきた。この「軍人待遇」
とはどのようなものだったのかを知りたい。

回答：『佐賀郡誌』という本に「軍人待遇会」の記事がありました。
レファレンスでも
活用しています★

【場 所】
レファレンスカウンターとなりのパソコン

▸「軍人待遇」という用語を辞典などで調べましたが載っていませんでした。
▸次に、国会図書館のデジタル化資料を検索すると「軍人待遇」という用語が様々な資料に見ら
れ、一般的に用いられた用語であることが分かりました。

【利用方法】

▸そこで、県立図書館の「県市町村史誌目次データベース」で「軍人待遇」を検索すると、

・鹿島市民図書館の利用者カードが必要です！

『佐賀郡誌』（大正４年刊）という本の237ページに「佐賀郡軍人待遇会」の記事が見つかり

・レファレンスカウンターでお申込みください。

ました。それによると、旧佐賀郡の軍人待遇会は、

【時 間】ひとり１時間

ご相談はレファレ
ンスカウンターへ！

・徴兵制度で出征し、満期帰郷とした人へ慰金を贈る

【複 写】１枚１０円（＊複写は著作権の範囲内）

・傷病によって除隊した人や、病死した人への忌祭料や見舞料を贈る
・毎年行われていた招魂祭に軍人遺族を招待し接待する
といったことをおこなう団体であることが分かりました。

これまでなかなか現物を見ることができなかった古い本や雑誌を、
パソコンでご覧になれるようになりました。操作方法など、お気軽におたずねください！

★夏休みの子ども向けイベント～たくさん来てくれてありがとう♪♪～★

【閲覧できるもの】
●戦前以前の刊行物または戦後期に刊行され、現在は入手が難しいもの
※ただし、昭和４３年以前に国会図書館が受け入れたものに限ります

●商業出版されていないもの・・・雑誌や博士論文
●古典籍（こてんせき）・・・貴重書や江戸期・清代以前の和漢書など

天の川お星さまおはなし会

「読書感想文の書き方のコツ教えま
す！」の講座とブックトーク
＊＊国立国会（こくりつこっかい）図書館とは？＊＊
国会議事堂のとなりにある、日本でいちばん大きな図書館です。
様々な資料のデジタル化とその提供に取り組んでいます。

もっと知りたい！有明海の不思議

新着本
『１００万分の１回のねこ 』
谷川 俊太郎ほか：著
講談社
佐野洋子の名作絵本
「100万回生きたねこ」
に谷川俊太郎、江國香織、
川上弘美ら人気作家13
人が捧げる、トリビュー
ト短篇集。

「みんと」の

みんは

『私の「戦後７０年談話」』

「みんな」の

みん

『その痛みやモヤモヤは「気象病」が原因だった』

岩波書店編集部：編
ちばてつや、中川李枝子、
野中広務、澤地久枝など
さまざまな分野で活躍す
る４１人が、戦中からの
戦後７０年の体験談。現
在の日本へのメッセージ
もこめられています。

菅原 圭：著
河出書房新社
「恐れ入ります」「おさし
つかえなければ」などすぐ
に使える、気配り、思いや
り、誠意が伝わる言葉や言
い回しを紹介！
マナー

エッセイ

②

『日本人なら身につけたい品性がにじみ
出る言葉づかい 』

社会

医療

渡邊 章範：著
青春出版社
天候が悪いとなんだか具
合が悪い…という方、実
は天候の変化は心と体に
いろいろな不調をもたら
すそうです。メカニズム
や予防や対処法、強いか
らだ作りの方法まで紹介。

ねえ

ねえ

みてみて

『ママの時間割。』

生活

みんなの

主婦と生活社
子育てや家事を一生けん
命して、そして自分の夢
もかなえたママたちの時
間の使い方とは? お店や
教室を開いて夢をカタチ
にした１１人の女性の、
１週間の時間割を紹介し
ます。

「みんと」

③

