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★ 「本をゆずる市」の募集 

★ 閉架書庫のご案内 

★ 新着本 

★ レファレンス事例紹介 

 「フォークリフトの資格とは？」 

★ 開館カレンダー 

★ としょかん日記 
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鹿島市民図書館 

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 

―字が大きく、読みやすい― 

「大活字本」見たり聞いたりされたことはありますか？弱視者のために作られた本で、文字の大き

さの種類によっては、通常の本の３冊分にまでなるものもあります。 

最近、文字を読むのがおっくうになったり、読みたいけど、目が疲れてしまうといったお悩みの方

は是非、大活字本を手にとってみてください。児童書の大活字本もあります。 

秋の夜長、読書を楽しんでいただけると思いますよ。 （K♡） 

「雨ニモマケズ風ニモマケズ･･･」  
長期休館 
＊１０／５～１０/９（特別整理期間） 
祝日も開館！ 
＊１０月１２日(体育の日） 
＊１１月３日（文化の日） 
＊１１月２３日（勤労感謝の日） 

 覚えておいででしょうか。先月末の台風1５号九州直撃の時のことです。佐賀県全体が厳戒態勢で、

前日から既に公共交通機関は運休を発表し学校も休校を決めていました。実は図書館でも、前日の時点

で中止を決めた企画がありました。市内小中学校の学校司書補さんむけの研修会です。 

 今年は『本の修理初級編』と『中級編』の２つの講座を予定していて、その初級編が台風上陸当日に

あたってしまったのです。主催の教育総務課と相談し「明日は中止。」と決めていたのですが･･･ 

「研修を受けたいので開催してほしい。」 

と希望が寄せられ、結局その日に行いました。台風のピークを過ぎ、午後にはだいぶおさまっていたこ

とも無論ありますが、そんな意欲的なお声をいただけたのは、準備していたこちらとしても嬉しいこと

でした。 

「セロテープは変質するので使わず･･･ｅｔｃ。」 

それぞれ持って来られた図書室修理本たちは、のりづけを固定する特大クリップにはさまれいっそう重

さを増していましたが、満足げな表情の先生方に抱えられて帰っていきました。新学期を迎えた今、ま

たそれぞれの図書室で現場復帰していることでしょう。 

 実は一般の方むけにも、図書館は本の修理講座を開催しています。題して「本のお医者さんに挑

戦！」。５０代の方が、高校時代からの愛用の辞書を自分で修理したいと持って来られたこともありま

したっけ。結局、そのぼろぼろの30年物は1日では修理できず、数日がかりの「入院」となりましたが、

かなりのできばえで戻っていきました。 

 今年も１１月の読書週間に「本のお医者さんに挑戦！」は開催予定です。興味のある方はぜひおいで

ください。                          

                            図書館長 野﨑千代美 

10月の特別整理期間のお知らせ（休館） 
 ５日（月）通常の休館日 

 6日（火）～９日（金）特別整理期間 
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、ご理解とご協力をお願いします。 

 

紙芝居 

CD/DVD × 本 

○ 
休館中のお願い 

▶予約の連絡はお休みとなります。 
▶本だけは「本のポスト」に返すことができます。 

相談：フォークリフトを運転するにはどの
ような資格が必要なのか？ 

▸当館や他の図書館にフォークリストの運転に関する本が見つからず、また現在出版されて

いる本にも該当するものがありませんでした。 

▸インターネット検索をしたところ、「日本産業車両協会」のホームページの「フォークリ

フトの運転免許/資格」というページに、構内作業に必要な運転資格や公道走行の際に必要

とされる免許が掲載されていました。（http://www.jiva.or.jp/safty/qualification.html） 

▸また「陸上貨物運送事業労働災害防止協会 佐賀県支部」のホームページの「講習会のご案

内」というページに、この協会が実施するフォークリフト運転技能講習について詳しく掲載

されていました。講習案内のパンフレットを取り寄せることもできます。 

（住所：〒849-0921 佐賀市高木瀬西3丁目1番20号【佐賀県トラック協会内】 電話番

号：0952-30-1601）（http://www.rikusaibou-saga.jp/info.html） 

＊データ最終確認日：2015年9月17日＊ 

回答：「日本産業車両協会」「陸上貨物運送事業労働災害防止協会 佐賀県

支部」の公式ホームページにフォークリフトの運転資格や講習に関する記載が

ありました。 

？ 

＊お調べもの＊ 

レファレンス 

事 例 紹 介 

ご相談はレ
ファレンスカウ
ンターへ！ 

★レファレンスでは、当館の所蔵資料だけではなくインターネット上の公的機関等の情報を探す

お手伝いもしています★ 

本のポストはエイブル正面玄
関の右手です 
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『神様が持たせてくれた弁当箱 』  

岡本 彰夫：著 

幻冬舎 

「少食」であること、

「正直」であること、あ

せらず、欲ばらないこと

…などなど、日々の暮ら

しの小さなヒントがたく

さん詰まった本です。 

『６０歳からのひとり暮らし 実例とアイディア集』  『決戦！大坂城 』 

葉室 麟ほか：著  

講談社 

関ヶ原の合戦を舞台に

「笹を噛ませよ」（吉川

永青）「丸に十文字」

（矢野隆）など、人気作

家７人が選んだ人物から

見た関ヶ原の合戦。東

軍・西軍それぞれの対陣

図付き。 

『だから、僕は農家をスターにする』 『中居正広という生き方』 

新着本 

太田 省一：著 

青弓社 

アイドルであり、アー

ティストであり、MC

であり、いろいろな方

面で活躍するSMAP

の中居正広の魅力にせ

まります！ 

芸 能 

「ゆうゆう」編集部：編 

６５歳以上の女性の４

人に一人は一人暮らし

なのだそうです。初め

ての一人ひとり暮らし

に戸惑い、何をすれば

よいか分からない方や、

その子ども世代の方に

もおすすめです。 
小 説 社 会 教 訓 

★読書週間イベントもいろいろ★ 
・【10月31日・11月1・３・５日】本をゆずる市 

・【11月３日】本のお医者さんに挑戦！ 

・【11月8日】図書館講座＆館内案内 

     「（仮）図書館の基礎のきそ～使い方を学びませんか？～」  

・【11月中旬スタート！】絵本読み語り隊 

 

第69回読書週間は１０月２７日～１１月９日です！ 

「いつだって、読書日和」 もうすぐはじまるよ！

おたのしみに★ 

詳しくは次号でお知ら

せします！ 

募集する期間：10月15日（木）～10月28日（水） 

受付時間：9時30分から１８時まで（土日は１６時まで） 

     ＊郵送や宅配での受付はおこなっていません＊ 

 
募集する本：汚れや書き込みがなく、ほかの方が気持ちよく読める本 

      ※本の内容や状態によって受付できない場合があります 

対 象：市内にお住まいの方 

お願い：雑誌・通販カタログ・CD・DVD・ビデオなどは受け付けません。 

    一度提供をいただいた本は返却しません。ご了承ください。 

おうちに眠っている本を・・・ 

2015年○月×日 
 

書名  ：原生林に風がふく 

著者名 ：森崎 和江／著，・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

資料番号 110365509 

所蔵館：本館 

保管場所：閉架書庫 

検索機のレシートのコ

コに注目！ 

 
「閉架書庫」となってい

る場合は、スタッフが本

を出します。お声掛けく

ださい。 

ご存知ですか？ 

閉架書庫にも本があります！ 

本棚にどうしても収まらない本や出版年

が古くなった本などは閉架書庫（へいか

しょこ）にあります。まだまだ読んでほ

しいおもしろい本がたくさんあります。

閉架書庫の本は、館内の検索機やホーム

ページでも検索することができます。 

スタッフにお声掛

けください！ 
閉架書庫の中の本も探します。 

〈※閉架書庫の出入りはスタッ

フのみとなります〉 そんな時は… 

司馬遼太郎の本は他に

もあったと思うけれ

ど・・・ 
園芸の本はこれしかな

いのかな？？ 

 

★「本をゆずる市」に出す本を募集します！★ 
へ い か  し ょ こ 

農 業 

高橋 博之：著 

CCCメディアハウス 

食べ物付きの月刊雑誌

「食べる通信」をご存

じですか？地域の優れ

た生産者と都市の消費

者をつなぎ、全国に輪

を広げている「食べる

通信」を紹介します。 

館内の検索機 

読みたいと思っている人へ！ 

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


