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★ 12月28日停電のお知らせ 

★ 高齢者のためのレク講座 

★ スタッフのおすすめ本 

★ 新着本 

★ 新着DVDの紹介 

★ 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 

  11月から月に１度、市内の高齢者施設を訪問して絵本や紙芝居の読み語りをしています。先日は、満面の笑顔

でいきいきと読み語りを聴いてくださる、来年年女の95歳のおばあちゃまにお会いしました。私たちは訪問先でい

つも大きなパワーをもらっていることに感謝しています。来年は、お猿さんのように、頭の回転をよくして行動力が

発揮できる１年にしたいものです。スタッフ一同、新たな思いでたくさんの方に来館していただけるよう精進してい

きたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。（O） 

 

「この場を借りて」 

祝日も開館！ 
＊１月１１日（成人の日） 
＊２月１１日（建国記念日） 

 もう年の暮れ、故郷を離れた人達が帰省してくる頃となりました。いつもより賑やかな団らんを楽し

みにされている方も多いでしょう。 

 ふるさと納税で鹿島市民図書館に指定寄付をくださったおひとりも、その中にいらっしゃるのだと思

います。お名前はわかりません。「鹿島市民図書館に本を」と指定されたこと、鹿島出身らしいことだ

けです。この場を借りてお礼を申し上げたいです。本当にありがとうございました。春ごろから数カ月

に分けて選書をし、長く読み継がれそうな児童書や日頃買えない鹿島市関連の古文書資料等を買わせて

いただきました。時おりコーナーを作って紹介をしたり、「平成２７年度ふるさと納税寄贈本」のシー

ルを本に貼ったりしていたのでお気づきの方もおいでだったかもしれません。 

 高価な和牛肉をお礼に送ることはできないけれど、せめて活動報告もかねて図書館便り「みんと」を

送りたい・・・でも、ふるさと納税は原則匿名。担当課に相談してみたものの、ご本人は名前を非公表

でというご希望のようです。 

 実は他にも、ここ4年、毎年定額を寄付してくださるご夫婦がおいでです。こちらも名前は非公表で

とのご希望なので新聞等には載っていません。「図書館をよく利用するし･･･」と言われますが、なかな

かできることではなく本当に頭が下がります。昨年は利用者用のブックカート（借りる本を入れるワゴ

ンで、赤ちゃんを抱いた方や力の弱い子どもや高齢者には重宝な物です）を５台と調べもの用の本を買

わせていただきました。今年は何を購入するか、せっかくの善意なので広く市民に役立つものをと職員

で話し合っているところです。 

 有形無形の善意に今年も助けられました。庭に咲いた花々や手製の手芸品、温かな励ましや時に厳し

いご意見も・・・。ありがとうございました。すべてを力にし、来年も職員一同がんばります。皆さま、

どうぞよいお年をお迎えください。 

                                          図書館長 野﨑千代美             

 

年末年始の休館日は12月28日～1月4日です！ 

日 月 火 水 木 金 土
12月

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
1月

1 2

3 4 5 6

休館期間は本のポストを閉鎖します！ 

（害虫駆除の燻蒸作業のため） 

返却は１月５日

以降にお願いし

ます。 

新しいＤＶＤが入りました！ 

日本の映画 

▸家路 

▸永遠の０（ゼロ） 

▸清州会議 

▸Shall  we ダンス？ 

▸超高速！参勤交代 

▸陽だまりの彼女 

▸しあわせのパン 
 

名作・旧作も！ 

▸まあだだよ 

▸夫婦善哉 
 

外国の映画 

▸タイピスト！ 

▸チョコレートドーナツ 

▸マンデラ 

▸やさしい本泥棒 

▸なまいきチョルベンと水夫さん 

 

 

ドキュメンタリー 
▸君が僕の息子について教えてくれた
こと 
▸うまれる 
▸坑道の記憶   
炭坑絵師・山本作兵衛 世界記憶遺
産  
 

健康 

▸血管の病気 

▸高血圧 

▸冷えの悩み 

▸介護する人 される人 

▸座ってもできる立ってもできるラジオ

体操 
 

そのほか 

▸ブラックバイトに負けない！ 

▸畑の作業 コツと裏ワザNo.3 

▸オトナ女子の自分で着付 

▸スマートフォンのトラブルと対策 

キッズ 

▸がんばるもん 

▸動物の赤ちゃん ワクワク編・ドキ

ドキ編 

▸ちびまるこちゃん 
 

アニメ 

▸思い出のマーニー 

▸かぐや姫の物語 

▸カーズ・ドリーム 

▸ベイ・マックス 

 

 

 

・・・お休み 

ほかにも色々ありま

す★オススメ新着Ｄ

ＶＤは３ページをご

覧ください！ × 
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『【至急】塩を止められて困っています【信玄】 

         日本史パロディ戦国～江戸時代篇』 

スエヒロ：著 

飛鳥新社 

塩を止められた信玄が"   

yahoo！知恵袋"っぽい相

談サイトに投稿したら？

赤穂浪士討ち入りを"調整

さん"っぽいツールで調整

したら？パロディ連発で

歴史を語る！ 

『フランスという坩堝（るつぼ） 

         19世紀から20世紀の移民史』  
『明治・金色(こんじき）キタン』 

畠中 恵：著 

朝日新聞出版 

明治の銀座を舞台にした

熱血巡査コンビのシリー

ズ第２弾。持ち込まれる

事件や相談は人間のこと

だけではなくて、「妖(あ

やかし)」の姿も…！？ 

江戸時代の香りも感じさ

せる推理小説。 

『iPhone（アイフォン）6s/6s Plusがぜんぶわかる本』 『地方再生のレシピ』 

新着本 

奥田 政行：著 

ミヤザキ ケンスケ：絵 

共同通信社 

地元に散らばる様々な原

石を掛け合わせて料理を

創り、あオンリーワンの

レストランとして輝く

「アルケッチャーノ」。

自分の暮らす場所の可能

性が見えてくる１冊。 
地域再生 

ジェラール・ノワリエル：著 

法政大学出版局 

フランス移民史の研究を

切り開いた1冊。フラン

スでテロが多発する今だ

からこそ、この古典的名

著を。88年出版ですが今

なお精彩を放っています。 
小 説 移 民 歴 史  通 信 

石川 温：監修 

洋泉社 

最新のiPhone（アイ

フォン）の基本操作、

メール・ラインの使い

方、写真の撮り方など、

分かりやすく紹介。 

と き：午後２時～４時 

ところ：エイブル1階 いきいきルーム（保健センター内） 

講 師：森 恵美さん（武雄市レクリエーション協会会長）  

参加費：無料 

定 員：４５名 

対 象：介護サービスなどの仕事をされている方 

     高齢者のレクリエーションに興味のある方 

申込み：１月２４日（日）９時半より 

    電話またはカウンターにてお申込みください。 

「人形浄瑠璃文楽  

 竹本住大夫（すみたゆう）引退公演」 
      NHKエンタープライズ 

 

うやうやしく台本を押しいただき、最後

の舞台に臨む太夫（たゆう）。2014 年Ｎ

ＨＫで放映された「鬼の散りぎわ～文

楽・竹本住大夫最後の舞台～」と、引退

舞台「菅原伝授手習鑑（すがわらでんじゅ 

てならいかがみ）」を収録。大病で全盛期

の声を失った太夫がこん身の力をこめて

語り尽くす姿は圧巻です。 

【１２月２８日】当館のホームページが一時的に閲覧できなくなります 
                                         ※図書館は年末年始休館でお休みです。 

１２月２８日（月）、生涯学習センターエイブルでは施設全体の保守点検
を行います。 

この作業に伴い、当館のホームページが一時的に利用できなくなります。 

 

【時間帯】午前８時～午後１時までのうち、１時間程度を予定 

【停止するウェブ上のサービス】 

  ・ホームページの閲覧・所蔵検索・ウェブ予約・利用状況の確認 

★お知らせ★ 

 読書している人の顔が大好きです。身も心も完全に本の世界に入って、

今ここにいる自分も時間も忘れてしまっている時の人の表情。この本を

読み終えた後、きっとさっきまで見えていたものとは違う景色がこの人

には見えるのだろう、とその真剣な眼差しを心底うらやましく思います。 

 この『本と私』には、19人の本に対する想いがつづられています。本

によって助けられ、人生を豊かにしてもらったという十人十色の本への

愛情一杯の手記で、一気に読んでしまいます。 

 2016年もたくさん本を読もう。人生で何度も読み返したくなる本、

自分を支えてくれる本に1冊でも多く出会いたい。心からそう思います。 

  

←こんな本もあります！ 

『七世 竹本住大夫』 

 高遠 弘美：著 講談社 

「タイピスト！」 
レジス・ロワンサル：監督 

 

ドジとミスばかりでクビ寸前の秘書の

ローズは、タイプライターの早打ちの

才能を見出だされ、世界大会の優勝を

めざすことに。５０～６０年代の

ファッショナブルな雰囲気と 

「えっ。タイピングって体育会系だっ

たの！？」と思わせるスポ根モノ。 

特訓でタイプの腕に磨きをかけるロー

ズが、どんどん輝く女性に変化してい

く姿が魅力的です。 

【２月２１日（日）開催！】 

高齢者のためのレクリエーション講座 

４ページに新着ＤＶＤリストがあります！ 

ご迷惑をおかけして誠に申し訳ありませんが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いします。 

『本と私』 鶴見俊輔：編 岩波書店 
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